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序章 問題意識と課題 

 

第 1 節 問題意識 

 

 わが国では急速な少子高齢化が進展し、大きな社会問題として認識されている。特に農

村部では少子どころではなく無子高齢化が進展している集落も珍しくない。 

 このような状況で、国は「まち・ひと・しごと創生法」１を成立させ、東京圏への人口

の過度な集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力

ある日本社会を維持していこうとしている。同法では、市町村の努力義務として、当該市

町村の区域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計画

「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」を定めるよう努めなければならない、と規定

しており、「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略計画（以下「創生総合戦略計画」と

略す）」を策定した市町村では、国の交付金を主要な財源として、地域の実情に応じた

様々な取り組みがなされている。 

 また、税制改正によって、ふるさと納税制度や企業版ふるさと納税制度が拡充され、地

方自治体の財源確保を図る施策も行われている。 

 これらの政策目的は、地方自治体、特に市町村に対し、自主性と自立性の発揮を促すた

めのものと理解できる。 

 突き詰めると、市町村の生き残り策を自ら考えて実行するように求めているとも考えら

れる。 

 しかし、小田切（2009）は、平成の大合併の結果、農山村（以下「農村」と略す）、と

りわけ中山間地域が基礎自治体の政策対象として相対的に希薄化しつつある現実があり、

基礎自治体が農村の諸問題を十分に把握できず、対策も立案もできない「見えない農村」

という状況が全国的に生まれている、と指摘している。このような中山間地域の限界集落

は、創生総合戦略計画においても政策対象となりにくく、国の目指す「住みよい環境の確

保や活力ある社会の維持」がますます困難になる可能性が高いのではないだろうか。  

 さらに、小田切（2009）は農村の抱える諸問題を 4 つの空洞化と表現し、人口減少によ

る人の空洞化、農林地の荒廃による土地の空洞化、集落機能の脆弱化による村の空洞化、

地域住民がそこに住み続ける意味や誇りを見失いつつある誇りの空洞化、と整理してい

る。また、人の空洞化は 1960 年代の高度成長期から、土地の空洞化は 1980 年代から、村

の空洞化は 1990 年代から始まっていると指摘する。 

 筆者は 1960 年代に農村で生まれ、農作業、ムラの共同作業や諸行事への参加、ムラの

話し合いへの参加など、農家としてすべきことを一通り経験してきたが、小田切(2009)の

指摘を実感する。 

 一方で、小田切（2011）は、このような厳しい状況におかれている農村を再生する仕組

みとして、世帯を基本単位とする「1 戸 1 票制」の農村集落組織に加え、地域内で暮らす
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人々が個人単位で地域とかかわりを持ち、地域を支援しようとする都市住民や NPO 法人

も参加できる「新しい農村コミュニティ」の必要性を指摘している。更に「新しい農村コ

ミュニティ」の特徴を、①産業振興、福祉、防災、伝統文化保存など、総合的な機能を発

揮する点、②自治組織であると同時に経済活動を行う組織である点に整理している。ま

た、「新しい農村コミュニティ」の経済活動の課題として、①安定的な財源の確保が重要

であり、会費・寄付収入、市町村などからの助成、経済事業からの収益、この 3 者のバラ

ンス確保とそれぞれの安定化、②経済事業に乗り出す組織として、融資面や信用力の面か

ら法人化問題、という 2 点を指摘している。 

 ここで筆者が問題意識としたいのは、農村の再生、すなわち農村活性化の経済事業をどの

ように創出し、発展させるかという点である。経済事業の創出や発展には、事業主体の組織

形成や行政との関わりはもとより「経済事業が継続できる仕組みづくり」が重要と思われる。 

ただし、過疎化・高齢化が進行した農村では経済事業を新たに興そうとする事業主体が現

れにくいであろう。そこでは、経済事業の継続以前に、誇りの空洞化まで進展している高齢

者中心の住民に経済事業の起業を発意させる方策も重要な課題となると考える。 

一方、そのような農村では大規模な事業を興すことは困難かもしれないが、秋津（2008）

が指摘する、地域の自然・空間・人的資源を有効に活用したスモールビジネスであれば、間

口が広く敷居が低いので起業の可能性が高まる。更に、地域課題をビジネスの形で解決して

いくコミュニティ・ビジネス（以下「CB」という。）の要素を付加すれば農村の地域活性化

の有効な手段の一つになりえると考える。 

ここで、農村活性化を目的とする経済事業を CB として展開する具体的な視座として、守

屋（2000）を参考にしたい。守屋（2000）は、地域の個性を重視した日本農業、地域農業

の発展方向を検討するための視座として、内発的発展論の考え方を農業経済の領域に適用

し、①「地域固有の技術、産業、文化を土台とし、地域資源を活用すること」、②「住民自

らが学習する機会を拡大し、人材輩出の文化的基礎となること」、③「福祉的社会連関を視

野に入れた地域内産業連関を重視すること」、④「環境、生態系の保全やアメニティを向上

させること」、⑤「住民が主体的に参加して地域独自の政策形成をすること」、の 5 点が重要

であると指摘した。 

これら 5 点の指摘について、①「地域固有の技術、産業、文化を土台とし、地域資源を活

用すること」は、地域農業の生産面を向上させ、農業経営の利益確保を実現するための視座

と読み取れる。 

②「住民自らが学習する機会を拡大し、人材輩出の文化的基礎となること」は、農村住民

が学習することで生活面の向上を実現し、それを生産面の向上につなげようとする視座と

読み取れる。 

③「福祉的社会連関を視野に入れた地域内産業連関を重視すること」は、農村住民の福祉

向上、すなわち生活面の向上と、農業を軸にしながら他産業も含めた生産面での向上を両立

させようとする視座と読み取れる。 



3 

 

④「環境、生態系の保全やアメニティを向上させること」は、農村環境の質を向上させる

こと、すなわち農村住民の生活面を向上させようとする視座と読み取れる。 

⑤「住民が主体的に参加して地域独自の政策形成をすること」は、住民が主体的に政策形

成することで、地域の課題をあぶり出すことであり、地域の課題には、生活面での課題と生

産面での課題の双方を含むと読み取れる。 

これらの事から、守屋（2000）のいう地域農業を発展させるための視座は、農村住民の生

活面を向上させることと、農業経営における生産面の向上を両立させようとするものと考

える。 

また、守屋（2000）の視座を実現するためには、農村住民の生活面を向上させようとする

地域貢献のための行動と、農業経営における生産面の向上すなわち利益確保のための行動

を両立させることが必要になるといえる。 

しかしながら、地域貢献のための行動と利益確保のための行動は本来異質な行動である。 

よって、本研究で農村活性化を目的とする経済事業を CB として展開し、その創出と発展

のプロセスを検討するためには、本来異質なコミュニティに対する地域貢献とビジネスに

おける利益確保をどのようにすり合わせるかという視座をもちながら考察することが肝要

であると考える。 

 

第2節 地域活性化の概念 

 

第 1 節の問題意識を明確化するため、地域活性化の概念を整理しておきたい。 

岡田（2005）は地域の「活性化」について、「当該地域の地域経済が拡大再生産し、雇

用の規模や所得の循環が持続的に拡大し、ひとり一人の住民の生活が豊かになってはじめ

て地域の「活性化」、あるいは「発展」と呼ぶことができる」と説明したうえで、「地域経

済の持続的な発展を実現しようというのであれば、その地域において、地域内で繰り返し

再投資する力＝地域内再投資力をいかにつくりだすかが決定的に重要である」と指摘して

いる。同時に、過疎地域の民間の投資力が少ない市町村ほど、地域内再投資力の形成にお

いて基礎自治体の財政支出が大きな役割を果たすとも指摘する。 

この地域活性化についての説明は、地域経済の持続的拡大と地域住民の生活の質の向上

が両立することと理解できる。 

財政支出の重要性についても理解できるが、現実的には、第 1 節で述べたように「見え

ない農村」は政策対象になりにくい可能性が高く、過疎地域の民間の投資力が少ない市町

村であればあるほど十分な財政支出がなされにくいのではないかと思われる。 

小川（2013）は、「地域活性化という言葉を冠している書籍は多数出版されているが、

『（地域）活性化』について明確に定義しているものはほとんど見られない。また、定義

づけを行っている数少ない論文や資料でも、『本稿では以下のように定義する』という意

味合いで限定的な意味合いを持たせたものが多い」と指摘している。そのうえで、「地域
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活性化と言う言葉は、地域経済の発展や雇用の拡大、定住人口の増加などの経済的な効果

と、住民生活の向上・維持、コミュニティの形成・拡大、文化の形成・継承などの社会・

生活的な効果を意図して使われている場合に大きく分別できることが判明した」と説明し

ている。この説明の「分別できる」という文脈から、経済的な効果と社会・生活的な効果

の少なくともどちらかが実現することを地域活性化と整理していると考える。 

 また、小田切（2011）は、新しい農村コミュニティの行う経済活動は、住民の生活維持

に対応するための「生活維持的経済事業」と地域の雇用や付加価値の確保を目的とした

「生活改善的経済事業」があると指摘している。小川（2013）の説明を援用すると「生活

維持的経済事業」は社会・生活的な活性化であり、「生活改善的経済事業」は経済的な活

性化であるから、新しい農村コミュニティの行う経済活動は経済的な活性化と社会・生活

的な活性化を目的とすると整理できる。 

 そこで、本研究では、地域活性化の概念を、岡田（2005）、小川（2013）、小田切

（2011）に依拠し、「生産面において地域の経済活動が向上すること、生活面において地

域の社会生活の質が向上することの双方、もしくは少なくともどちらかが実現すること」

としておきたい。 

 

第3節 コミュニティ・ビジネスを扱った先行研究の動向 

  

本節では本研究の問題意識に接近し、今後どのような研究が必要なのかを把握するため

に CB を扱った先行研究を概観する。 

加藤（1999）によると、CB は 1980 年代における英国経済が「英国病」と称されるほ

ど沈滞しており、大都市インナーシティの直面した失業や貧困に対応するためコミュニテ

ィをベースとした地域自立を促す施策として登場したと説明し、CB を定義することの困

難さを認識しつつ英国における経験から「CB とは個別のコミュニティが設立・所有し、

運営を行う経済組織であり、コミュニティ・メンバーに仕事を提供することにより、地域

の維持発展を促そうとするものである。かかる活動によって得られた利益は、より多くの

仕事に振向けられたり、地元に必要なサービス提供に使用される。また、他のコミュニテ

ィ支援の活動に使われることもある」と表現している。 

わが国において CB を初めて系統的に論じた細内（1999）は，CB を「地域住民が良い意

味で企業的経営感覚をもち，生活者意識と市民意識のもとに活動する『住民主体の地域事

業』」と定義し，ボランティアと企業の中間領域であると指摘している． 

このように、CB という用語の持つ意味は国によってとらえ方が異なるが、本研究では日

本における CB の事例ならびに先行研究を対象とする。 

その後の CB を扱った研究では，金子（2003）は，①行政や大企業ができない事業，②企

業と競合しながら独自の優位性を発揮する事業，③行政とのパートナーシップとしての事

業、の 3 つの CB のタイプがあることを指摘した．また神原（2005）は活動がビジネス形
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態をとる必然性は，参加者の自発性に委ねるよりも金銭的な取引を介在させて役割や責任

を明確化する方が問題解決に向けた活動が継続的に行われるためと指摘している． 

 経済産業省関東産業経済局（2007）による CB の実態調査では、事業主体の設立は 2000

年以降に急増し全事業主体の約 60％を占めること、NPO 法人（特定非営利活動法人）や組

合組織など非営利組織（後述）の形態をとる事業主体が全体の 77．6％を占めること、事業

分野では、高齢者・障害者支援（29．6％）、教育・学習支援（22．4％）、地元産品を活用し

た製造・加工・販売（20．0％）が多いことなどが示されている。 

 CB の発展プロセスを扱った先行研究では、細内（2010）は、①同好の士が集まって「ク

ラブ」を形成する。②「クラブ」が金銭授受を伴う活動に変わり、クラブ活動が協同組合組

織的な「社会起業」となる。③事業が安定することで、株式会社などへの組織改変を行い、

「社会的企業」に成長すると論じている。しかし上述した発展段階は「理想的な進化」であ

り、すべての CB がこの発展軌跡を辿るわけではないと述べていること、また、どのような

契機や過程を経て発展するのかが説明されていないことから現実の CB 発展段階論として

十分と言い難い。 

神原（2005）は、CB の組織が形成されるまでに、①市民が地域生活に問題意識を持つ「個

人レベル」、②個人の問題意識に共感し結束することで仲間が集まる「集団レベル」という

前段階があり、その後、③集団が地域の人々の支援を得て組織としての体裁を整える「社会

レベル」2に発展し、④「社会レベル」に経済の仕組みを導入する「経済レベル」へ発展す

ることが望ましいと指摘する。  

 農村における CB 研究では、石田（2008）が包括的な研究を行っている。まず CB につい

て、生きがい、他人の役に立つ喜び、地域への貢献など、志を同じくする人びとが自発的に

集まり（自発性）➁地域みんなに役立つ財・サービスを生産・提供し（公益性）、③事業継

続のために効率性を追求するものの（継続性）、そこから生まれる経済的利益すなわち剰余

金の分配はこれを目的としない（非営利性）、といった四つの特徴、すなわち社会的企業（ソ

ーシャル・エンタープライズ）や社会的経済（ソーシャル・エコノミー）がそなえるべき諸

特徴を有していると説明し、農村版 CB の活動領域を「食と農」「健康」「助け合い・福祉」

「資源・環境」「生きがいづくり」「都市農村交流」の 6 点に整理している。 

 草野他（2009）は和歌山県上秋津地区の農産物直売所「きてら」を事例に石田（2008）

の指摘した 4 つの特徴が何によって支えられているのか（もたらされているのか）を実証

的に検証し、CB が単なる一事業ではなく、地域全体の活動として展開できたこと、CB が、

地域住民が参加しやすい環境の中で活動できたこと、の 2 点を結論としている。 

 村山（2009）は浜松市天竜区熊地区の NPO 法人「夢未来くんま」と長野県小川村の「株

式会社小川の庄」の 2 事例を比較し、農村 CB において社会的目的と経営の自立、地域経済

循環が多様であることをふまえたうえで、CB の類型化や地域政策としての課題を明らかに

する必要性を指摘している。 

このように、官・民で CB に関する調査や研究が行われているが、橋本（2007）は、CB
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という用語には多種多様な捉え方があるため議論が拡散し、その構成要素や参加する個人、

組織の特徴づけを「共通の理解」として構築しなければ実態や支援のあり方を議論すること

が難しいと指摘している。 

また、櫻澤（2008）は、政策内容の分析や支援のあり方に関する研究が多数を占め、事業

主体の経営状況の詳細な分析は、一定以上の実績をあげ地域社会や行政から認知されてい

る団体以外ではほとんどなされていないと主張する、特に、新規参入事業主体の経営実態が

ヴェールに包まれており、CB の正確な経営実態を把握するには、多くの事業主体を定点観

測して時系列分析する必要性を指摘している。 

 これらの先行研究から、我が国における CB は比較的新しい社会経済現象であることが

分かる。このことは 1998 年に特定非営利活動促進法が施行され NPO 法人が多数設立され

たからだと考える。 

また、比較的新しい社会経済現象であることから研究の蓄積が十分ではなく、CB の創出

から発展のプロセスを研究するには、橋本（2007）が指摘するように、CB に対する「共通

の理解」をまず構築すること。そのうえで、櫻澤（2008）が指摘するように、CB が起業か

ら一定の成果をあげるまでを時系列分析する必要がある。 

更に、CB が農村活性化に及ぼす効果については、村山（2009）が指摘するように、事業

形態の類型化し、類型別の地域活性化に及ぼす影響や、地域政策としての課題、すなわち行

政と農村住民が地域政策の課題を共有し、どのようにして生産面における地域の経済活動

や生活面における地域の社会生活の質を向上させるのかを研究する必要があると考える。 

加えて、小田切（2009）のいう「見えない農村」においても同様にどのようにして経済活

動や社会生活の質を向上させるのかを研究する必要があると考える。 

 

第4節 課題と方法 

 

 本研究は、CB の創出から発展までのプロセスを考察し、地域活性化に及ぼす効果を明

らかにすることで農村地域活性化の実現に資することを目的としている。そこで、その前

段階の作業として、本章第 2 節で地域活性化の概念提示を行った。第 3 節では CB を扱っ

た先行研究の動向を概観し、CB の研究蓄積が浅いため、CB の創出から発展のプロセスを

研究するには、CB に対する「共通の理解」をまず抽出して整理する必要があること。そ

のうえで、CB が起業から一定の成果を収めるまでの事例を時系列で分析する必要がある

ことを把握した。 

また、CB が農村活性化に及ぼす効果については、事業形態の類型化と類型別の地域活

性化に及ぼす効果を整理する必要性もある。 

さらに、本来は異質であるコミュニティに対する地域貢献とビジネス面での利益確保を

どのようにすり合わせるのかという視座を持ちながら、行政と農村住民が地域政策の課題

を共有し、どのようにして生産面における地域の経済活動や生活面における地域の社会生
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活の質を向上させるのかを研究する必要があること、同様に「見えない農村」においても

どのように経済活動や社会・生活の質を向上させるのかを研究する必要がある。 

 ただし、小田切（2009）のいう「見えない農村」は、市町村合併の結果、中山間地域に

行政の目が届きにくくなったいという状況の指摘である。本研究では、中山間地域での発

生が社会問題となっている「限界集落」を対象として地域活性化の方策を検討する。 

以上のことを踏まえると、次の 3 つの課題を明らかにすることが必要である。 

 

① CB の発展プロセスを明らかにする課題 

先行研究から CB を構成する要素を共通の理解として抽出し、共通の理解に基づいて

発展段階をモデル化する 

② CB が地域活性化に及ぼす効果を明らかにする課題 

CB の事業形態を類型化し、類型別の地域活性化に及ぼす効果を整理する 

③ CB において地域貢献と利益確保をすり合わせる課題 

1）行政と住民が地域政策の課題を共有し CB を展開することで、どのようにして地域

活性化を実現するのか 

2）限界集落で CB を展開することで、どのようにして地域活性化を実現するのか 

   

 本研究では、3 つの課題を①から順に明らかにする。 

まず、①では、CB の構成要素に言及している先行研究を整理し、構成要素の共通項を

抽出するとともに各構成要素の意味を説明し、CB の定義（どのような要素で構成されて

いるのか）づけをする。そして事例研究から CB の発展プロセスにおけるそれら構成要素

の発現時期や様相を把握することにより発展段階のモデルを構築する。 

②では、①と同じ分析対象による事例研究から CB の事業形態の類型化を行い、事業形

態の類型別の地域活性化に及ぼす効果を整理する。 

①と②を明らかにすることにより、本来は異質なコミュニティに対する地域貢献とビジ

ネス面での利益確保のすり合わせが、どのようなプロセスを経て可能になるのか、また、

地域活性化を実現するためどのようにして異質なものをすり合わせるのか、を解明する分

析フレームが得られる。 

③では、①、②で得られた分析フレームによって、1）行政と住民が地域政策の課題を

共有し、どのようにして地域活性化を実現するか、及び 2）限界集落においてどのように

して地域活性化を実現するかについて、それぞれ行政職員である筆者が「このようにすれ

ば地域活性化が実現するのではないかと考えた施策」を主観的仮説と見立て、主観的仮説

に基づいて筆者が地域住民や関係諸機関とともに実行した「行政施策」（客観的事実）の

結果を自省的に検証することで明らかにする。 

なお，本研究は事例研究を重視する。重視する理由は，CB のように研究蓄積が十分で

なく，また比較的新しい社会経済現象の動きや問題点を探るには，個別事例研究が有効だ
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からである（大原，1985：p.19.）． 

 

第5節 論文の構成 

 

本論文の構成は次の通りである。 

第 1 章（第 4 節の課題①に対応）では、CB の発展プロセスを解明する。プロセスを解

明するために、社会・経済現象として認知することが可能な行動の段階（区切り）ごとに

CB の構成要素の出現時期や様相を把握し、CB の発展段階モデルを構築する。 

分析対象と方法は、非営利組織が経営する 5 つのワイナリーに対し、経営実態や発展段

階について聞き取り調査と参与観察を行い、それぞれを比較することで発展段階モデルを

一般化する。 

第 2 章（第 4 節の課題②に対応）では、CB が地域活性化に及ぼす効果を整理する。前

述したように、本研究における地域活性化の概念は「「生産面において地域の経済活動が

向上すること、生活面において地域の社会生活の質が向上することの双方、もしくは少な

くともどちらかが実現すること」であるため、CB のどのような事業活動が地域の経済活

動や社会生活の質の向上に効果を及ぼすのかを検討する必要があるからである。 

分析対象は、第 1 章と同じ非営利組織が経営するワイナリーである。ただし、分析の切

り口は、それぞれの事業主体が認識する地域の課題と、その課題に対する行動がどのよう

に地域活性化につながるのか、である。そのため、各事業主体の事業形態を類型化したう

えで地域活性化に及ぼす効果を整理する。 

第 3 章（第 4 節の課題③-1）に対応）では、行政と住民が地域政策の課題を共有し、ど

のように地域活性化を実現するのかを明らかにする。 

そのため、行政職員である筆者が「このようにすれば行政と住民が地域政策の課題を共

有し、地域活性化が実現するのではないかと考えた施策」を主観的仮説と見立て、主観的

仮説に基づいて筆者が地域住民や関係諸機関とともに実行した「行政施策」（客観的事

実）の結果を自省的に検証することで明らかにする。 

分析対象は、遊休農地解消という政策課題に対して「ナタネ油」を地域の特産品として

育成することで解決しようとした三重県伊賀市の「菜の花プロジェクト」である。分析方

法は、筆者が設定した主観的仮説に基づいて、どのように行政施策を実施したのか、また

実施した行政施策の結果、住民がどのように対応行動したのかを把握し、地域活性化にど

のような効果があったのかを検証する。また、検証の結果地域貢献と利益確保のすり合わ

せがどのようになされたのかを考察する。 

第 4 章（第 4 節の課題③-1、2 に対応）では、限界集落でどのようにして CB を創出

し、地域活性化を実現するかを明らかにする。過疎化・高齢化が進行した農村では、生活

費を公的年金に頼る住民が大部分と思われ、住民だけで CB を創出することは困難であろ

う。しかし、全国的に増加する限界集落の生き残りや活性化の方策を示唆するためには有
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効な分析になると考える。 

そのため、第 3 章と同様に行政職員である筆者が「このようにすれば限界集落で CB が

創出され、地域活性化が実現するのはないかと考えた施策」を主観的仮説と見立て、主観

的仮説に基づいて筆者が地域住民や関係諸機関とともに実行した「行政施策」（客観的事

実）の結果を自省的に検証することで明らかにする。 

分析対象は、都市農村交流事業の継続から創出された、三重県伊賀市上高尾地区の藁灰

コンニャク事業である。分析方法は、筆者が設定した主観的仮説に基づいて、どのように

行政施策を実施したのか、また実施した行政施策の結果、農村住民と都市住民がどのよう

に対応行動したのかを把握し、地域活性化にどのような効果があったのかを検証する。ま

た、検証の結果地域貢献と利益確保のすり合わせがどのようになされたのかを考察する。 

なお、補章として、イタリアにおける農村活性化の著名事例を紹介する．事例は、エミ

リア＝ロマーニャ州で 1982 年に開業し、イタリアの農村観光の草分け的存在のファジョ

ーリ農場である。ファジョーリ農場の経営理念は「地域と協同して発展する」ことであ

り、本研究の主要な課題である「地域貢献と利益確保のすり合わせ」を実現している。 

また、イタリアでは 1961 年以降、人口 1 万人から 10 万人の地方基礎自治体の人口総数

が増える一方、大都市に住む都市人口は 1971 年から減少している。つまり大都市から地

方へ人口が移動している。また、1985 年に世界で初めて農村観光を定めた法律第 730

号、通称「アグリツーリズモ法」が成立し、農村と都市との交流が盛んである（宗田

2012）。 

このようなイタリアの先進事例を詳細に紹介することは資料的価値があり、日本におけ

る CB と比較することで、終章で日本の農村活性化の今後の展望を論述する際に有効な示

唆が得られると考えるからである。 

終章ではこれまでに得られたまとめを述べ、全体の結論を提示した後、研究の成果と残

された課題を示す。 

 

注 

1 平成二十六年十一月二十八日法律第百三十六号 

2 神原（2005）は「社会（地域）レベル」と表現しているが、本研究では「社会レベル」

と簡略して引用する。 
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 図 序―１ 本論分の構成 

資料：筆者作成 

 

序章 問題意識と課題 

1．問題意識 

（農村活性化の経済事業を CB として展開する視座＝地域貢献と利益確保のすり合わせ） 

2．地域活性化の概念 

3．コミュニティ・ビジネスを扱った先行研究の動向 

4．課題と方法 

（1）CB の発展プロセスを明らかにする課題 

（2）CB が地域活性化に及ぼす効果を明らかにする課題 

（3）地域貢献と利益確保をすり合わせる課題 

   1）行政と住民が地域政策の課題を共有し CB を展開することで、どのような地域活性化の効

果を得たのか 

   2）限界集落で CB を展開することでどのような地域活性化の効果を得たのか 

５．論文の構成 

序章 4－（2）に対応 

 

第 2 章 CB が地域活性化に及ぼす効果 

課題   地域活性化に効果を及ぼす経済

活動について整理し、CB の地域に

及ぼす効果との関連性を整理 

事例  第１章と同じ 

序章 4－（1）に対応 

 

第1章 CB発展段階のモデル化に向けた

一考察 

第2章 ―非営利組織が経営するワイナ

リーを事例として― 

課題   CB の構成要素を整理し、その発

現時期に着目して発展段階をモデ

ル化 

事例  非営利組織が経営するワイナリー

（横須賀市、荒尾市、宇佐市、内子

町、伊賀市） 

研究枠組みの構築 

序章 4－（3）－2）に対応 

 

第４章 限界集落における CB の創出と地域

活性化の実現 

―三重県伊賀市上高尾地区の取り

組みを事例として― 

課題   都市農村交流を通じて過疎集落

の高齢者が創出した CB が地域活性

化に及ぼした効果を考察 

     地域貢献と利益確保のすり合わ

せがどのようになされたのかを検

証 

事例  上高尾地区：藁灰コンニャクづくり

（伊賀市） 

序章 4－（3）－1）に対応 

 

第 3章 行政と住民が地域政策の課題を共有

する農村地域活性化の実現 

―三重県伊賀市菜の花プロジェク

トを事例として― 

課題   行政と住民が地域政策の課題を

共有し解決するための行政施策、そ

の結果得られた地域活性化の効果

を考察、 

地域貢献と利益確保のすり合わせ

が 

どのようになされたのかを検証 

研究枠組に沿った事例研究 

補章 イタリアにおける農村活性化の事業主体と日本における CB との比較 結章に対応 

結章 研究のまとめと成果及び残された課題 

・研究のまとめ・研究の成果・残された課題 
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第 1 章 コミュニティ・ビジネス発展段階のモデル化に向けた一考察 

―非営利組織が経営するワイナリーを事例として― 

 

第１節 本章の問題意識 

 

 国や地方自治体の財政悪化を背景として、これまで行政が担うべきとされていた、まちづ

くり・福祉・教育・環境などの地域課題を行政施策だけで解決することが困難になってきて

いる。国は「新成長戦略」１に「官だけでなく、市民・NPO・企業などが積極的に公共的な

財・サービスの提供主体となり、教育や子育て・まちづくり・介護や福祉などの身近な分野

において共助の精神で活動する『新しい公共』を支援する」と記載し、公共分野への民間参

入を政策として進めようとしている。このような状況で，CB が注目を集めている。  

 ただし序章で述べた通り、CB は比較的新しい社会経済現象であり、官・民で CB に関す

る調査や研究が行われているものの、研究蓄積が十分ではない。 

橋本（2007）は、CB という用語には多種多様な捉え方があり議論が拡散しているため、

その構成要素を「共通の理解」として構築する必要性を指摘している。 

また、櫻澤（2008）は、CB の経営状況の詳細な分析は、一定以上の実績をあげ地域社会

や行政から認知されている団体以外ではほとんどなされておらず、特に新規参入事業主体

の経営実態がヴェールに包まれているため、CB の正確な経営実態を把握するには、多くの

事業主体を定点観測して時系列分析する必要性を指摘している。 

よって今後、その実態を正確に把握し、理論的精緻化を図って CB の発展に資するには、

CB に対する共通の理解を構築し、起業から事業が一定の成果を収めるまでの発展段階を一

般化することが必要と考える。 

 

第 2 節 コミュニティ・ビジネスの構成要素と CB の発展段階論 

―先行研究の整理より― 

 

1．本節の課題 

 

本節の課題は、橋本（2007）が必要性を指摘する CB に関する「共通の理解」をめぐり、

先行研究から CB の構成要素を抽出し、具体的な事例に学びながら CB の発展過程における

構成要素の発現時期及び様相を把握することにより、発展段階のモデルを構築することで

ある。まずは、先行研究から CB の構成要素を抽出するとともに、CB の発展段階論の諸説

を比較しておきたい。 

橋本（2007）は、CB に対する共通の理解を構築する必要性を論じているが、共通の理解 

＊本章は小林（2017）を加筆・修正して構成したものである。  



12 

 

そのものについては論じていない。 

 序章で述べたように我が国における CB は比較的新しい社会経済現象であることから、

それぞれの研究を照らし合わせて共通理解の構成要素を導くことが十分ではないためと考 

える。 

そこで、次項では先行研究を整理し、CB に参加する個人や組織の特徴を、共通する構成

要素として抽出することで、CB に対する「共通の理解」の構築を試みるとともに、CB の

発展段階論の諸説を比較する。 

 

2．CB の構成要素 

  

先行研究から共通する構成要素を抽出すると、地域の主体性、非営利性、継続性の３点に 

集約することができた（表 1－1）。 

①地域の主体性  

金子（2003）と石田（2008）は「活動に参加する人は自発的に参加している」、「志を同

じくする人が自発的に集まる」と表現しており、自発的な行動と組織形成を一括りにしてい

表 1－1  先行研究から抽出した CB に共通する構成要素 

共通の理解 地域の主体性 非営利性 継続性 

細内信孝

(1999) 

住民主体の地域密着のビ

ジネス。 

利益追求を第一の目的とし

ない、適正規模、適正利益

のビジネス。 

営利追及ビジネスとボラン

ティアの中間。 

 

神戸都市問

題研究所

(2002) 

地域住民など市民セクタ

ーが事業を展開するうえ

で資本・運営上の主導権

を確保している。 

地域における課題解決に貢

献していることが明確であ

る 

独自事業収入が主要

な収入源として継続

的に確立されてい

る。 

金子郁容

(2003) 

活動に参加する人は自発

的に参加している。 

生き甲斐、人の役に立つ

喜び、コミュニティへの

貢献など非経済的動機で

参加。 

利益最大化をめざしていな

い。 

コミュニティに貢献すると

いうミッションをもちその

推進を第１の目的とする。 

具体的な成果を上

げ、活動が継続して

行われている。 

経済産業省

(2004) 

地域住民が主体である。 

 

利益の最大化を目的としな

い。 

コミュニティの抱える課題

や住民のニーズに応えるた

め財・サービスを提供す

る。 

継続的な事業または

事業体である。 

石田正昭

(2008) 

志を同じくする人が自発

的に集まる。 

 

経済的利益の分配を目的と

しない。 

地域に役立つ財・サービス

を生産・提供する。 

事業継続のための効

率性を追求する。 

 

経済産業省

(2010) 

 解決が求められる社会的課

題に取り組むことを事業活

動のミッションとする。 

ミッションをビジネ

スの形に表し、継続

的に事業活動を進め

ること。 

資料：取り上げた先行研究をもとに筆者作成。 
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る。また、細内（1999）は「住民主体」、神戸都市問題研究所（2002）は「地域住民など市

民セクター」、経済産業省（2004）は「地域住民が主体」と表現しているが、誰かが自発的

な行動を起こさない限り、住民主体の組織や市民セクターは形成されない。 

そこで本節では、「自発性」を「主体が自ら地域課題を解決しようと行動すること」と定

義し、「コミュニティ性」を「地域課題を共有する主体が組織を形成すること」と定義して、

地域の主体性を 2 つに分離した。 

②非営利性 

各先行研究は CB の事業活動の目的について、神戸経済研究所（2002）、経済産業省（2004）、

経済産業省（2010）は「地域課題の解決」、経済産業省（2004）、石田（2008）は「地域に

役立つ財・サービスを提供する」、金子（2003）は「コミュニティへの貢献を第１の目的と

する」など、地域貢献であることが共通している。 

 一方、事業活動から得る利益について、細内（1999）は「利益追求を第一の目的としな

い」、金子（2003）と経済産業省（2004）は「利益の最大化を目的としない」、石田（2008）

は、「経済的利益の分配を目的としない」、というように、表現が異なる。 

 本論では「利益追求」（細内、1999）は、「利益の最大化」と同義であると捉えたい。「利

益の分配」（石田、2008）も、「利益の最大化」を目指してこそ可能になるものであるが、最

大化目標を持ちながらも分配しないこと、最大化目標でなくても分配することなどがある

ので、別々のものとする。 

 またこれらの先行研究では、「地域貢献」と「利益の最大化」を分離して論じているが、

「利益の最大化」を目的としないのは「地域貢献」のためであり、逆に「地域貢献」が「利

益の最大化」を困難にするため、この両者の関係から非営利性を定義したい。 

 すなわち本論でいう「非営利性」とは、「組織の利益の最大化・分配よりも地域貢献を優

先して事業活動を行うこと」を意味する。 

③「継続性」 

各先行研究における「継続性」の説明はすべて不明瞭と思われる。例えば、神戸都市問題

研究所（2002)は、独自事業収入が主要な収入源として継続的に確立されている、金子（2003）

は、具体的な成果を上げ、活動が継続して行われている、経済産業省（2004）は、継続的な

事業または事業体である、経済産業省（2010)は、ミッションをビジネスの形に表し、継続

的に事業活動を進めるなどと表現しているが、これらは事業が「継続している状態」の説明

である。石田（2008）は、事業継続のための効率性を追求すると表現しているが、これは事

業継続のための手段の 1 つである。 

これらの不明瞭さは、事業継続の手段は多種多様であり、長い歴史や実績を有する大企業

であっても倒産や廃業が珍しくない現状で、「このようにすれば事業が継続できる」と説明

することの困難さが原因と考える。 

よって、本論でいう継続性は、先行研究のような事業継続の状態や手段ではなく、事業継

続が「可能となる状態」を明確にするため、「事業を持続的に継続させる経営資源を備える
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こと」を意味する。 

以上の作業を通じて CB の構成要素を、1）自発性、2）コミュニティ性 3）非営利性、4）

継続性の４点に整理した。 

 

3．先行研究における CB の発展段階論 

 

序章の繰り返しになるが、細内（2010）は、①同好の士が集まって「クラブ」を形成する。

②「クラブ」が金銭授受を伴う活動に変わり、クラブ活動が協同組合組織的な「社会起業」

となる。③事業が安定することで、株式会社などへの組織改変を行い、「社会的企業」に成

長すると論じている。しかし上述した発展段階は「理想的な進化」であり、すべての CB が

この発展軌跡を辿るわけではないと述べていること、また、どのような契機や過程を経て発

展するのかが説明されていないことから現実の CB 発展段階論として十分と言い難い。 

一方、神原（2005）は、CB の組織が形成されるまでに、①市民が地域生活に問題意識を

持つ「個人レベル」、②個人の問題意識に共感し結束することで仲間が集まる「集団レベル」

という前段階があり、その後、③集団が地域の人々の支援を得て組織としての体裁を整える

「社会レベル」1に発展し、④「社会レベル」に経済の仕組みを導入する「経済レベル」へ

発展することが望ましいと指摘する。  

このモデルは、細内（1999）と異なり、組織化以前の過程も射程に入れ、起業発意以前か

ら事業が一定の成果を収めるまでの発展段階をより詳細に説明しているが、実際の CB を

対象とした実証的検証に供されていなため、理想論に過ぎないと考える。そこで本稿では、

細内（1999）に比して射程が広く説得力の高い神原（2005）を基礎にして、仮設的な CB の

発展段階モデルを構築し、現在展開中の CB を対象に分析を行い、その有効性を検証する。 

 

第 3 節 CB の仮説的発展段階モデル 

 

1．本節の分析方法 

 

本稿における分析方法は 3 段階からなる。まず①神原（2005）が示した発展段階をもと

に、どの時期に筆者が抽出した構成要素が発現するのかを「神原モデルを取り込んだ CB の

仮説的発展段階モデル」として提示する。次いで、②分析対象（非営利組織が経営するワイ

ナリー）の事業内容や成立過程について聞き取り調査を行い発展段階の実態を把握すると

ともに、構成要素の発現時期と様相を検証する。そして、③①の仮説と②の検証結果を比較

し、構成要素を視点とした CB の発展段階モデルを構築する。 

 

2．CB の仮説的発展段階モデルの導出方法 
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 仮説的発展段階の導出では、神原（2005）が示した CB の発展段階のどの時期に、筆者が

抽出した CB の構成要素が出現するのかをあてはめてモデル化する。 

神原（2005）は自らの CB の発展段階論において、「個人レベル」を「一人の市民が地域

社会に疑問や怒り、問題意識を持つ」（p.7）と定義するが、これは個人の意識内部で生じて

いることで、前述の CB の構成要素が表出しているとは考えられない。 

神原モデルでは、次いで「その個人が発意し周囲の仲間に呼びかけ、共感・賛同した人々

が自発的に集まりグループを形成するか、或いは同じような問題意識をもった既存のグル

ープに加入する」(p．7)「集団レベル」に移行するとしている。この段階では、個人が呼び

かけやグループ加入という行動を起こし、地域課題を共有する組織が形成されて、自発性と

コミュニティ性が発現すると本論では仮定する。同モデルでは、次に支援者・支持者が拡大

し「そうしたグループが地域の人々の支援を得て、ひとつの組織として体裁を整える」（p.7）

「社会レベル」に移行するとされる。 

本論では、この段階では、集団レベルで形成された組織が体裁を整えるだけであり、新た

な構成要素は発現しないと考える。 

次いで同モデルでは「地域住民の問題意識を『市民ニーズ』として事業化・商品化するこ

とで、地域ネットワーク上での経済活動（収益活動）を円滑に展開していく」（p.7）「経済

レベル」に移行するとしている。 

本論では、この段階では、利益の最大化よりも地域貢献を優先した事業活動が展開され、

非営利性と継続性が発現すると考える（図 1－1）。 

 

3．分析対象  

 

本研究では、分析対象として 2000 年以降に設立された非営利組織 2が経営するワイナリ

ーを選択した。非営利組織を選択した理由は、CB の事業主体として代表的な組織形態だか

経済レベル 社会レベル 集団レベル 個人レベル 

組織形成 事業開始 行動 

自発性 

コミュニティ性 

非営利性 

継続性 

図 1－1  神原モデルを取り込んだ CB の仮説的発展段階と構成要素の発現時期 

資料：神原（2005）を参考にして筆者作成。 
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らである（関東産業経済局、2007）。ワイナリーを選択した理由は、ブドウは世界の広範囲

で栽培され、生産高も果実の中で上位であること、ワインは西暦紀元前から醸造され農産加

工品として古い歴史を有することから、6 次産業である当該事業の分析結果が、関東産業経

済局（2007）の調査で CB の主要な事業分野の一つとなっている「地元産品を活用した製

造・加工・販売」分野における発展段階の一般化につながる可能性が高いと考えるからであ

る。 

また、福祉や教育分野の CB は、地域内に不足する財・サービスを地域住民に供給する事

業であるため財・サービスの供給量は地域住民の需要の範囲に限定される。ワイナリー（地

元産品を活用した製造・加工・販売を行う CB ）は、地域に存在するブドウ（農産物）を新

たな財・サービス（ワイン）として地域内外の消費者に提供することが可能であり、財・サ

ービスの供給量が増加するほど地域への貢献度合いが高まる。このためワイナリー（地元産

品を活用した製造・加工・販売を行う CB ）を分析対象とすることは分析結果が地域農林

業の発展に役立つと考える。 

更に、後述する近年の規制緩和を受けた非営利組織によるワイナリー設立時期（2000 年

以降）は、多くの CB の設立時期と重なり、非営利組織関連法制や支援施策を含む環境変化

を多くの CB と同時に経験してきたことも分析対象としての優位性となりうる。 

なお、2002 年施行の構造改革特別区域法によって、果実酒の製造免許取得が比較的容易

になった 3 ことなどを機に全国で小規模なワイナリーが設立されている４。それらの中から

NPO 法人などの非営利組織が経営するワイナリーを 5 件抽出することができた５。 

 

4．事例分析  

  

（1）各ワイナリーの設立展開過程 

分析対象ワイナリーの発展過程及び経営実態に関する聞きとり調査の結果は下記及び表

1―2 のとおりである。各事例の記述に当たっては、CB の構成要素を視点として設立の経

緯、地域の人々との関係性、ワイナリー経営において重要な原料調達方法を含めた経済性確

保のあり方等を主な視点とした。 

ただし、唯一の NPO 法人であるスタイルワイナリーは（2）でより詳細に記す。 

1） 追浜ワイナリー 

①地域の現状と課題 

当該ワイナリーの所在する追浜商店街は、追浜駅に近く、近隣に大手自動車メーカーの工

場があったため、駅の乗降客や自動車メーカーの従業員、地域住民を主要な顧客として賑わ

っていた。しかし、1985 年に追浜駅に隣接する土地に大手量販店が進出したことで駅の乗

降客が量販店で買い物をするようになったこと、大手自動車メーカーの従業員が経営合理

化で最盛期の 6,000 人から半減したことを主な原因として、商店の廃業が相次ぎ空き店舗

が増加した。特に、生活雑貨や食料品を取り扱う商店の廃業が多く、近隣住民、特に高齢者
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が買い物をしにくくなり、生活利便性の低下が課題となった。 

また、空き店舗の増加による商店街の活性化も課題であり、行政主導による所謂「活性化

計画」が複数策定されたが商店主にとって実効性が乏しく感じられ実行に移されることが

なかった。しかし、商店街経営者で組織する追浜商盛会（以下「追浜」という）は、買い物

客が各店舗でスタンプを集めて一定以上になると還元するサービスや、ハロウィン、ナイト

バザールの開催、地域行事への協賛など、商店街を活性化させようとする取り組みを独自に

実行していた。 

②－1 地域の主体性：自発性の発現 

そこで、商店街経営者で組織する追浜商盛会（以下「追浜」という）の理事長 F 氏と役員

は、近隣 K 大学で都市工学を研究する M 教授に商店街活性化のアドバイスを仰いだ。要請

を受けた M 教授は、学生と商店街の人々が連携して商店街活性化の実現可能な計画を策定

し実行するための「まちなか研究所」を空き店舗を賃借して設置すること提案した。 

また、M 教授は店舗の賃借料を自ら負担すると申し出た。しかし F 氏と役員は、M 教授

に経費負担までを頼ることをためらい、同研究所の運営経費を新たな起業で捻出しようと

K 大学の学生にプランを募った。その結果、家電リサイクル事業やレンタサイクルなど 10

表 1－2  分析対象ワイナリーの概要 

名称 追浜 

ワイナリー 

青空 

ワイナリー 

百笑一喜 

ワイナリー 

内子 

ワイナリー 

スタイル 

ワイナリー 

所在地 神奈川県 

横須賀市 

熊本県荒尾市 大分県宇佐市 愛媛県内子町 三重県伊賀市 

法人形態 

 

事業協同組合 

（既存） 

企業組合 

（新設） 

企業組合 

（既設） 

企業組合 

（新設） 

NPO 法人 

（新設） 

経営者・役員 商店主で構成

される協同組

合の役員７名 

商店街の商店

主有志５名 

地域の農業者

有志 4 名 

地域の農業関

係者有志６名 

地元行政職員

ら４名 

法人設立年 1976 2005 2008 2009 2011 

免許取得年 2004 2006 2010 2010 2011 

地域課題 空き店舗の増

加 

空き店舗の増

加 

ブドウ栽培面

積の減少 

ブドウ栽培面

積の減少 

ブドウ栽培面

積の減少 

支援者 

 

起業支援者が 

経営支援組織

として拡大 

起業支援者が 

経営支援組織

として拡大 

起業後に経営

支援者が組織

化 

起業後に経営

支援者が組織

化 

起業後に支援

者がＮＰＯ組

織に加入 

収入（円) 3、450、000 1、672、000 5、700、000 9、212、096 1、453、125 

経費（円) 2、949、000 1、454、640 5、700、000 9、974、415 1、308、915 

(うち人件費
（円)） 

― ― 1、680、000 4、051、445 ― 

収支（円) 501、000 217、360 0 △762、319 144、210 

販売本数
（本) 

3、000 1、520 3、800 6、250 790 

雇用者（人） ― ― 1 2 ― 

資料：聞きとり調査より筆者作成 （数値は聞き取り調査による推計（2014 年 2 月に実施した
2012 年度決算による。追浜ワイナリーのみ 2011 年度決算数値であるが 2012 年度もほぼ
同様の決算である） 
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数件のアイデアが出されたが、K 大学で講師を務める S 氏のアドバイスで空き店舗を利用

して、濃縮還元果汁を原料としたワイナリー経営を採択した。 

②－2 地域の主体性：コミュニティ性の発現 

追浜は、経年による多少の増減があるものの、50 数件の商店主で構成されている。しか

し、個々の商店主によって追浜の活動に対する熱意に温度差があった。そのため、ワイナリ

ー経営を黒字化するにはどうするのかを共通目的として積極的に話し合うことが必要であ

り、追浜内部に役員を中心としてワイナリー経営に賛意を示す商店主らとで新たな担当組

織を作った。また、ワインは集客を図るための商店街の特産品と位置づけた。 

ワイナリーの設備費や空き店舗改装費は、事業に賛同する地域の人々でサポーター組織

をつくり 1 口 1 万円で 300 口集めた。 

③非営利性の発現 

ワイナリーの管理労働と作業労働は追浜の役員が無償で担い、ワインの在庫が少なくな

った時点で役員が本業の空き時間を調整して醸造作業を行う在庫ロスのない方式を開発し、

ワイナリー運営の経費や労力を節減して、現状の生産量で経済的な再生産を可能にしてい

る。 

また、追浜は 2009 年から空き店舗を利用して、高齢者の買い物支援やコミュニケーショ

ンの場づくりに役立たせようと、食料品や生活雑貨の販売とカフェ機能を有する「追浜こみ

ゅに亭」を経営している。経営開始にあたっては店舗改修などに国の補助金を活用した。 

追浜こみゅに亭は、山形県から週 3 回直送される生鮮野菜販売、ワイン販売、地域住民手

作りの雑貨販売、障がい者授産施設が製造する菓子類の販売、軽食や飲料を提供する喫茶店

を 1 店舗に集約し、パート 3 名のスタッフで運営している。追浜こみゅに亭は近隣の高齢

者に好評であるものの、パートスタッフ 3 名の人件費や空き店舗の賃借料（月額 16 万円）

など固定経費が必要で、若干の変動があるが年間 20～30 万円の損失が計上されている。  

追浜こみゅに亭の損失はワイナリーの利益で補填している。 

④継続性の発現 

 このような取り組みが地域から評価され、追浜の事業活動に共感した地元の観光協会な

ど新たな支援者が現れサポーター組織が拡大した。ワイン販売は、主としてそれらサポータ

ー組織の人的ネットワークを活用している。 

 販売先の内訳は、追浜こみゅに亭での一般個人に対する販売が約 30%、サポーター会員

に対する販売が約 65％、酒販店への卸売りが約 5％である。 

 この販売先内訳から、追浜の経営は事業活動を評価する支援者に支えられていることが

分かる。 

 また、サポーターに対するサービスとして、ワインを定価から２百円割引で販売し、落語

会「こみゅに亭寄席」の開催を行っている。 

 ワイン原料関しては、濃縮還元果汁を企業から購入しているので、必要な時期に必要な量

を購入することが可能である。また、ワインのオリジナリティを消費者に訴求するため、希
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釈水に地域の名水である走水湧水を使用している。 

2） 青空ワイナリー 

①地域の現状と課題 

当該ワイナリーの所在する中央商店街でも、商店街の空き店舗増加が課題であった。最盛

期には約 30 店舗が営業していたが調査時点では 12 店舗まで減少している。その理由は

1997 年に三池炭鉱が廃坑し、今まで消費者であった地域住民が減少したこと、1995 年に郊

外型大型ショッピングモールが市街地から約 1Km 離れた場所に進出したことで商店街の

消費者がショッピングモールに流れたことである。 

また、（独法）有明工業高等専門学校の学生による調査では、自動車が運転できない高齢

者は約 300ｍの徒歩圏内で買い物をしており、商店街の店舗減少で生活に必要な買い物が出

来にくくなっていることが報告された。 

一方、任意団体である中央商店街は、桜の開花時期に夜桜見物ができる照明設備の設置や、

夏季に抽選会の景品が豪華だと地域で知られる納涼大会を開催し、商圏外から約 2,000 人

を集客する等、商店街活性化の取組を行っている。なお、この納涼大会はイベント自体が利

益を生んでおり、主催者の企画実行能力の高さがうかがえる。 

②－1 地域の主体性：自発性の発現 

上記の課題に対応するため、荒尾市は市内の商店街に総務省が募集する地域再生事業に

取り組むよう声をかけた。荒尾市の声掛けに唯一応じたのは中央商店街であり、中央商店街

の商店主 Y 氏を中心とする商店主有志 5 名が空き店舗を活用した商店街活性化活動の拠点

（青空研究所）作りを発意した。Y 氏らは、拠点の運営費を新たな起業で捻出しようと地域

再生マネージャーS 氏６に相談したところ、同氏は空き店舗を利用して、濃縮還元果汁を原

料としたワイナリー経営を提案し、その提案を Y 氏らは受入れた。 

5 名の本業は、金物店、写真館、バイク店、ガス工事店、電気店である。 

②－2 地域の主体性：コミュニティ性の発現 

Y 氏らは、各々10 万円を出資して企業組合青空中央企画（以下「青空」という）を設立

した。ワインは追浜と同様に商店街の特産品と位置づけた。 

ワイナリーの設備費や空き店舗改装費は、事業に賛同する地域の人々でサポーター組織

をつくり 1 口 1 万円で 130 口集めた。また空き店舗の賃借料は月額 55,000 円であるが、設

立から 5 年間は荒尾市から半額の補助金支援を得た。 

③非営利性の発現 

空き店舗をワイナリーに改装する作業では、電気店主が空調工事、ガス工事店主が給湯

器・コンロ設置・ガス配管、写真館店主がポスター・チラシ作成、バイク店主が荷車・台車

の修理、金物店主が陳列棚設置を原材料費のみで請け負った。 

ワイナリーの管理労働は青空の役員が無償で担い、作業労働は青空の役員と配偶者 10 名

が無償で担っている。また、ワインの在庫が少なくなった時点で役員が本業の空き時間を調

整して醸造作業を行う在庫ロスのない方式を開発し、ワイナリー運営の経費や労力を節減
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して、現状の生産量で経済的な再生産を可能にしている。 

青空も近隣高齢者の買い物支援のため空き店舗を活用した食料品と生活雑貨を扱う店舗

（名称は青空市：2005 年開設：経済産業省の補助金を活用）を併営している。青空市では、

正社員 1 名とパート 1 名をスタッフとして雇用しているが、人件費削減のため毎朝 8：00

から 9：00 まで青空の役員が店舗の掃除と商品の搬入・陳列作業を無償で行い、有償スタ

ッフの出勤は 9：00 としている。 

また、来店者に対する調査から高齢来店者の約 30％は徒歩で青空市へ買い物に行くより

も宅配を希望していることが判明した。そこで、Y 氏ら役員は「青研の会員制宅配サービス」

を開始し、灯油やコメなど高齢者が運搬しにくい商品を追加料金 100 円で宅配している。 

 しかし、これら青空市の事業は Y 氏らの本業への負担となっており、近隣に食料雑貨の

量販店が出店すれば、自分たちの社会的使命を果たしたことになるため廃業したいと考え

ている。 

ワイナリーの利益は青空市で赤字が発生した場合の補填に充当するため内部留保してい

る。 

ワイナリーの原料に関しては、濃縮還元果汁を企業から購入しているため必要な時期に

必要な量を安定的に調達することが可能である。 

④継続性の発現 

 青空の役員は全員男性であり、当初配偶者である女性は本業に差し支えるとの理由でワ

イナリー経営に消極的であったが、作業労働を共同で行う過程で女性同士の親睦の機会と

なり、積極的に作業労働に参加するようになった。 

 また、青空においても追浜と同様に事業活動に共感した地元の観光協会など新たな支援

者が現れサポーター組織が拡大した。ワイン販売は、主としてそれらサポーター組織の人的

ネットワークを活用している。 

販売先の内訳は、サポーター約 30％、写真館店主がオリジナルラベルを作成した記念品

約 30％、酒販店・飲食店約 30％、観光協会の運営する施設等約 10％である。この販売先内

訳から、青空の経営は追浜と同様に事業活動を評価する支援者に支えられていることが分

かる。 

また、サポーターに対するサービスとして、ワインを定価の 15％割引で販売しているが、

更にサポーターを拡大するために、交流を兼ねた試飲会などを開催する必要性を感じてい

る。 

ワイン原料に関しては、追浜と同様に濃縮還元果汁を企業から購入しているので、必要な

時期に必要な量を購入することが可能である。また、ワインのオリジナリティを消費者に訴

求するため、希釈水に地域の名水である白川湧水を使用している。 

3） 百笑一喜ワイナリー 

①地域の現状と課題 

当該ワイナリーの所在する宇佐市は伝統的なブドウ産地であり、1965 年の栽培面積は約
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400ha であったが 2012 年には約 170ha に減少し、栽培面積の減少が課題であった。 

また、宇佐市はブドウ栽培と稲作振興のため、純米酒と純米焼酎の製造販売を酒造事業者

に委託し、ワイン醸造販売と併せた「宇佐市の 3 つの酒物語」事業を推進し、地域の特産物

づくりを目指した。 

ワインに関しては地域に酒造事業者が存在しなかったため、2008 年に内閣府から「ツー

リズムのまち・宇佐・ハウスワイン特区」の認定を得た。そして同年「ワイン醸造家養成講

座」を開講した。 

②－1 地域の主体性：自発性の発現 

宇佐市は、上記の他に農村部の過疎化、高齢化が課題であった。また、零細で高齢な農業

者は自動車が運転できない場合が多く、栽培した野菜などの輸送販売手段がなかった。 

そのため、それら農業者の栽培した農産物を集荷し、品目毎のロットを大きくしたうえで

市街地の量販店に卸売りすることを目的に、ブドウ農家 Y 氏を中心に企業組合百笑一喜（以

下「百笑一喜」という）を設立した。この事業は少額であっても高齢な零細農業者に新たな

現金収入をもたらしている。 

同年、宇佐市の「ワイン醸造家養成講座」を受講した百笑一喜の理事 N 氏は、ワイナリ

ーの起業を発意し、大分県が公募した雇用対策事業に「小さな地ワイン醸造事業」として応

募し、採択された。 

②－2 地域の主体性：コミュニティ性の発現 

N 氏は採択後、事業計画を百笑一喜役員に説明し、同意を得た。上述した通り、百笑一喜

は野菜販売を目的とした既存組織であり、Y 氏が代表理事であるが、企業組合内部に新たな

ワイナリー経営担当組織を作り、N 氏が責任者となった。ワイナリーの設立資金は、大分県

からの委託金を充当した。また、ワイナリー設立後、事業活動に賛同する地域の人々でサポ

ーター組織をつくり運営資金を 1 口 1 万円で 110 口集めた。 

③非営利性の発現 

ワイナリーの管理労働は N 氏を中心としたワイナリー担当役員が無償で担い、作業労働

は有給スタッフが担っている。また、農家からの野菜集荷作業は、百笑一喜役員が毎朝出勤

途中で各農家に立ち寄り組合事務所のある選果場まで運搬している。 

ワイン販売ついて、醸造を開始した 2010 年からほぼ完売しているが、表 2－2 の通り収

支は均衡している。つまり、製造本数が増加すれば利益が確保できる状態である。そのよう

な状況でも、ワイン文化を根付かせ地域を活性化させたいとの思いから、サポーターに毎年

赤白セットで約 3,000 円相当のワインを無償で送付し、販売時には定価から 10％値引きし

ている。 

④継続性の発現 

 ワイン販売は各種イベントに積極的に出店しつつ、サポーター組織の人的ネットワーク

を活用しようとしている。 

 販売先の内訳は、道の駅などの特産品売り場への卸売りが約 10％、イベントを中心とし
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た直売が約 90％である。イベント活用実績の例としては、2011 年秋に 2 日間開催された

「安心院ワインまつり」では約 700 本（金額 1,000,000 円相当）販売した。 

 先に述べたように、製造本数を増やせば利益が確保できる状況であるが、原料調達が不安

定で実現が難しい。原因は、原料ブドウを、主に地元の JA から調達し、不足分を地域のブ

ドウ生産者から調達しているが、JA やブドウ生産者が生食用として栽培したブドウをワイ

ン原料として調達している。そのため、ワイン原料として販売する方がブドウ生産者にとっ

て有利となる仕組が整備されていない。よって、生食用ブドウの出荷価格低下時やすそ物の

発生時期に原料が集中するなど不安定な調達となり、事業継続が可能なレベルには達して

いない。 

事業継続のためには計画的で安定的な原料調達ルートを確保し、生産・販売本数を増加さ

せなければならない。また、販売面を支援するサポーター組織の更なる拡大も必要である。  

4） 内子ワイナリー 

①地域の現状と課題 

当該ワイナリーの所在する内子町も伝統的なブドウ産地であるが栽培面積の減少が課題

であった。一方、内子町は観光振興を重視し、30 年前には年間約 30 万人だった観光客が

2013 年では 130 万人まで増加している。その大部分は内子座を中心とする市街地と、町内

で 20 件営業する観光ブドウ園（他種の果樹を併営する園も多い）に訪れている。 

しかし、観光客のほとんどが日帰り客のため、宿泊客を増加させようと内子町が主導し

2004 年に「内子グリーンツーリズム協会」を立ち上げ、14 件の農家民宿が開業した。農家

民宿の稼働率は当初約 30％だったが 2011 年では 58％に上昇しているものの宿泊客の実数

は年間約 10,000 人である。また、客単価はおよそ 1 泊 2 食付きで 7000～9000 円であり、

手間がかかる割に利益率は高くない。 

②－1 地域の主体性：自発性の発現 

上記の課題に対応するため、観光ブドウ園経営者で内子グリーンツーリズム協会の会長

でもある F 氏は、ブドウ産地の維持発展、地域の特産品づくり、農家民宿の客単価向上を

通じて地域活性化を実現すべくワイナリー設立を発意した。発意後、ブドウ農家などの知人

5 名に呼びかけて賛同を得た。 

また、内子町に働きかけ「“内子ツーリズム”どぶろく・ワイン特区」の認定を得た。醸

造技術は岡山大学、香川大学、愛媛県工業試験場から学んだ。 

②－2 地域の主体性：コミュニティ性の発現 

F 氏らは、980 万円を出資し企業組合内子ワイナリー（以下「内子」という）を設立した。

ワイナリーの管理労働は内子の役員が無償で担い、作業労働は有給スタッフが担っている。 

また、ワイナリー設立後、事業活動に賛同する地域住民を中心にサポーター組織（内子ワ

イン夢クラブ（以下「夢クラブ」という））をつくり、80 名が年会費 1 万円を支払うと同時

にブドウ畑の圃場管理や各種イベントでのワイン販売を支援している。夢クラブの会員は

毎年 3 千円相当の内子商品を受け取るが、7 千円は実質的に寄付である。 
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このような仕組みが実現しているのは、F 氏の社会貢献実績を会員が高く評価しているか

らだと思われる。一例をあげると F 氏は PTA 役員として 18 年間活動し、その後 12 年間内

子町の教育委員長を務めた。その間、中学生に「観光客にとっての魅力は地域の人間性であ

る」と説き続け、観光客へのあいさつと丁寧な道案内を徹底して指導した。内子町は著名な

観光地に発展しているが、F 氏が大きな貢献をしたと地域で認識されている。 

夢クラブの設立経緯は、ワイナリー設立と同時期に開催された内子町主催の「地域を考え

る会」で F 氏が講演し会員を募ったことが発端である。講演後 20 名が入会の意思を示し

た。20 名は F 氏の活動を積極的に支援しようとし、それぞれの知人たちに入会を勧めた。

上述した夢クラブの仕組が実現しているのは、会員が F 氏の実績を通じて「内子の発展が

地域の発展につながる」と認識し、自らも地域発展の一助となろうとしているからだと考え

る。 

③非営利性の発現 

原料ブドウは、直接ブドウ農家から購入したほうが安価であるにもかかわらず、地域内の

商取引の慣習を尊重し、7％の手数料を加算した金額で地域内の JA と年間契約を締結して

安定的に調達している。醸造作業は、JA から契約内容に沿ってブドウが搬入されるため計

画的に行われる。 

また、F 氏自身が地域内で有数規模の観光ブドウ園を経営し、高度な栽培技術を評価され

JA に出荷するブドウ農家で組織するブドウ部長を 24 年間務めた経験もあるため、高品質

な原料ブドウを自園から調達することが可能である。しかし、ワイナリーの設立目的が地域

全体の活性化であるため自園からの調達はしていない。 

④継続性の発現 

表 2－2 の通り、事業継続のためには損失を解消し、利益を確保するため更に生産・販売

本数を増加させなければならない。但し F 氏は「自分は経営者であり現時点では売り急ぐ

必要がないと判断しているだけである」と述べ、ワインを熟成させて付加価値を更に高める

ため 50,000 本分の貯蔵庫を建設している。 

また、内子独自で「内子ワインまつり」を主催し、12 年間内子町の教育委員長を務めた

人脈を活用し教職員 OB を中心とする良質な消費者を集客している。 

但し、F 氏は調査時点（2014 年）で 74 才であり、家族に後継者がいないことから、「ワ

イナリーの経営が軌道に乗れば全国公募で優秀な人材に経営を譲る」とも述べている。 

これらのことから、事業継続性は決算書に現れる数字だけでは判断しにくい人的な側面

があることが分かる。以上を考慮すると、内子の事業継続には販売面を支援するサポーター

組織の更なる拡大が必要であると思われる。 

 

（2）スタイルワイナリー設立展開のダイナミズム 

①地域の現状と課題 

スタイルワイナリー（以下「スタイル」という）の代表である K 氏は専業農家（酪農・
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水稲）の出身であるため小学生の頃から牛糞処理や泥田作業などを手伝い、農業に対して、

汚い・きついという印象を持っていた。また、国民全体が農業をそのように見ていると感じ

ていた。大学卒業後地元の行政機関に就職し、農林部門に配属されたが、業務は国の指示ど

おりに動く創造性のないものであった。そのような環境から、お洒落で独創的な農業を自ら

実践したいと考えるようになった。 

一方、伊賀市は伝統的なブドウ産地であるがブドウ農家は防除の度に農薬を吸い込むた

め「お金を取るか命を取るか」と揶揄されていた。そこで K 氏は山野に自生する野生ブド

ウを経済栽培できれば防除が少なくて済み農家の役に立つのではないかと考え、日本各地

の野生ブドウを各種収集し始めた。その活動を通じて育種家 U 氏と、野生ブドウ研究家 N

氏と知り合い、二人から野生ブドウやその交配種（以下「野生ブドウ」と簡略する）を原料

にしたワインは高品質で独特の風味であると示唆された。 

②－1 地域の主体性：自発性の発現 

そこで K 氏は野生ブドウワインを伊賀地域の特産品にしようとワイナリーの設立を決意

した。決意の理由は「野生ブドウワイン」が「お洒落で独創的」と感じたからである。ただ

し、その時点で資金、原料、醸造技術など経営資源調達の目途は無かった。 

その後 K 氏は、個人の貯蓄を株式に投資して設立資金を調達した。原料は自己と義父（T

氏）所有の農地に苗を植えた。醸造技術は独学するとともに勝沼の醸造所に研修に出向いた。 

醸造免許取得にあたっては、書類作成の方法が分からず、三重県中央農業改良普及センタ

ーの支援を得た。ワイナリー設立準備には約十年を要した。上記を CB の構成要素の視点か

ら見ると K 氏がワイナリーを設立しようと上記の行動を起こした時点で自発性が発現して

いる。 

発現の要因は、汚い・きついという農業に対する世間のイメージを変えたいという熱意、

未知の分野に飛び込みたいという好奇心が挙げられる。しかし熱意や好奇心を行動に移せ

たのは K 氏が地方行政職員であり、給与を生活する上での経済基盤として確保し生活費に

充てる必要のない資金を活動に充当できたからである。 

②－2 地域の主体性：コミュニティ性の発現 

準備が整ったので K 氏は NPO 法人の組織形態でスタイルを設立した。 NPO 法人の設

立には法令上最低 10 名の社員が必要であるが、K 氏は設立準備過程で知り合ったブドウ農

家や友人に呼びかけ、全員から賛同を得た。 

賛同した理由は法人の設立趣旨に賛同したことだけではなく、K 氏の設立準備過程の行

動（個人で社会性を考えながらリスクをとっている）を知っていたのでワイナリー経営で社

会的、経済的な問題が生じても K 氏が処理するという安心感があったからからだと考えら

れる。上記を CB の構成要素の視点から見るとスタイル設立時に地域課題を共有する主体

が組織形成しておりコミュニティ性が発現している。 

③非営利性の発現 

スタイルの醸造事業は、K 氏が個人で購入した醸造設備や、開業時の運営資金をスタイル
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に貸付けて開始された。ワイナリーの管理労働は K 氏が無償で担い、作業労働は K 氏を中

心にスタイルの社員が無償で担っている。開業時の原料は社員となった U 氏、T 氏が栽培

する野生ブドウと、同じく社員 F 氏（観光ぶどう園経営）が栽培するベリーA だった。 

販売初年度、ワインは完売したが決算は赤字だった。赤字の理由は初年度に備えるべき備

品類を購入する必要があったことに加え、農家の希望価格で原料ブドウを調達したからで

あった７。上記を CB の構成要素の視点から見ると、スタイルの利益最大化より農家の利益

を優先したことで非営利性が発現している。 

④継続性の発現 

その後スタイルの取り組みに賛同する 2名のブドウ生産者 M氏と Y氏が新たに社員に加

わった。M 氏はブドウ園を障がい者の就労通過施設と位置付けて経営する社会活動家で生

食用ブドウの他にヤマソービニオンも栽培している。Y 氏も地産地消をテーマにしたレス

トランを経営する社会活動家でありデラウェアの栽培もしている。両名はそれぞれの社会

活動を通じて地域で活動賛同者のネットワークを築いており、活動の幅を広げるため自分

の栽培したブドウを原料にしてワインを醸造して欲しいと K 氏に依頼した。同時にスタイ

ルに加入した。 

そこで K 氏は F、M、Y 氏に酒販免許の取得を勧め、自らのネットワークを活かしてワ

インを販売することを提案し 3 名は応じた。そのため 3 名のワインはそれぞれの独自のブ

ランド名で全量販売している。野生ブドウワインはスタイルを支援する酒販店に全量卸売

りしている。このような仕組みを構築したためスタイルの経営は安定している。上記を CB

の構成要素の視点から見ると M 氏、Y 氏の加入はコミュニティ性の拡大といえる。また、

コミュニティ性の拡大によって継続性が発現し、再生産可能なレベルに達している。 

 

5．事例ワイナリーに共通する設立展開過程 

 

上記の調査結果から、事例ワイナリーの発展段階は以下の①から④までの段階に整理で

きる。 

追浜は、①地域課題を認識した追浜役員が起業プランを募りワイナリー経営が採択され

る、②経営担当組織を形成し起業資金を獲得、③地域貢献を優先した事業を実施、④事業活

動が評価され支援者が拡大し事業継続と地域課題解決の両立を図る、という段階である。 

青空は、①地域課題を認識した中央商店街有志が起業プランの助言を求め、ワイナリー経

営の提案を受け入れる、②事業主体を組織化し起業資金を獲得、③地域貢献を優先した事業

を実施、④事業活動が評価され支援者が拡大し事業継続と地域課題解決の両立を図る、とい

う段階である。 

百笑一喜は、①地域課題を認識した N 氏がワイナリー起業プランを応募して採択される、

②役員の同意を得て経営担当組織を形成し行政の支援で起業資金を獲得、③行政の委託事

業として事業を実施、④経営を支援する組織が形成されたが事業継続と地域課題解決の両



26 

 

立のため更なる利益確保を図る、という段階である。 

内子は、①F 氏がワイナリー設立を知人に呼びかける、②知人の同意を得てワイナリー経

営組織を形成し、起業資金を自ら調達③地域貢献を優先した事業を実施、④経営支援の組織

が形成されたが事業継続と地域課題解決の両立のため更なる利益確保を図る、という段階

である。 

スタイルは、①K 氏がワイナリー設立に必要な経営資源を調達しようと行動する、②賛同

者の同意を得てワイナリー経営組織を形成し、K 氏が調達した経営資源をスタイルに貸し

付ける、③農業者に有利な条件で事業を実施、④NPO 組織への加入者が現れ組織が拡大し

事業継続と地域課題解決の両立を図る、という段階である。 

以上 5 事例の発展段階をまとめると、①地域課題を認識した主体がそれを解決しようと

行動を起こすまで、②主体が中心となり事業主体を組織化し、経営資源を調達するまで、③

地域貢献を優先した事業を開始し、社会的な評価を得るまで、④事業を評価する賛同者から

の支援を得て事業継続と地域課題解決の両立を図るまで、という 4 つの段階に区分できる。 

 

第 4 節 結果と考察  

 

1．事例における CB の構成要素発現の様相 

 

上述した事例における構成要素発現の様相は、以下のように説明できる。 

（1）―1）地域の主体性―自発性の発現 

全ての事例で、地域課題を認識し解決しようとする主体は本業をもち、経済的に自立して

いる。また、それぞれの生活経済基盤とワイナリー経営を分離している。各主体は経済的に

自立しているからこそ、地域課題解決に向けて実際に行動を起こすことを可能にしていた。 

（1）―2）地域の主体性―コミュニティ性の発現 

全ての事例で、主体と賛同者は地域課題を共有して事業主体を組織化している。組織化を

可能にしたのはスタイルの事例では賛同者が主体の行動を一定の期間実際に見聞きして、

主体に対する社会的、経済的な信頼感を醸成できたからであった。また、内子の事例のよう

に、地域の人々に「ワイナリー事業が地域の発展につながる」と認識させることができれば、

積極的な支援組織が形成されていた。 

（2）非営利性の発現 

追浜、青空ではワイン販売の利益を併営する他の社会貢献事業に充当しようとしていた。

内子では原料を内部調達できるにも関わらずブドウ産地活性化のため全量外部から調達し

ていた。スタイルでは、赤字決算が見込まれても農家の希望価格で原料を調達していた。こ

れらの行動は、事業主体が率先して利他的な活動を行えば、地域の人々に事業活動が評価さ

れ、経営支援につながると判断していたからだと考える。  

（3）継続性の発現 
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全ての事例で、事業主体は地域貢献を重視し、地域の人々の共感を得ることで経営支援を

受け、事業を継続させる経営資源を備えようとした。  

 

2．CB の発展段階の仮説にもとづく分析結果の比較 

 

仮説的発展段階の下で事例ワイナリーの発展段階を解釈すると以下の 3 点が指摘できる。 

第 1 に、「集団レベル」と「社会レベル」の位置づけを整理して「地域の人々の支援」と

の関係を明確化する必要性である。神原モデルでは、「集団レベル」において、発意した個

人が呼びかけグループを形成する或いは既存のグループに加入する、その後「社会レベル」

においてそうしたグループが地域の人々の支援を得て組織としての体裁を整えると説明し

ている。しかし事例分析の結果によれば、発意した個人が何らかの行動を起こし賛同者とと

もに事業主体を組織化していたことから、グループと呼べるものは存在せず、明確に「集団

レベル」と見なせる段階は見いだせなかった。 

また、「地域の人々の支援」はグループを組織化させるためのものではなく、組織化され

た後の事業主体に対するものであった。その支援は起業支援と起業後の経営支援に区別で

きた。前者は追浜と青空が得た支援であり、事業主体が自ら経営資源を調達できる場合は必

ずしも必要ではない。後者は全ての事例ワイナリーが必要とする、事業活動の継続を可能に

する経営面での支援である。 

よって、「社会レベル」は発意した個人が何らかの行動を起こし賛同者とともに事業主体

を組織形成する段階と、起業後の事業主体が地域の人々から経営面での支援を得る段階の

両方を含むと考える。 

第 2 に、「経済レベル」の発展段階は 2 段階に分かれる点である。神原モデルでは、「経済

レベル」について経済活動（収益活動）を円滑に展開していく段階と説明しているが、事例

分析の結果は、事業開始当初から経済活動（収益活動）が円滑に行われていたわけではなく

赤字決算の事例も見られた。よって「経済レベル」は、事業を開始するものの再生産レベル

に達していない段階と、上述した「社会レベル」の支援を得ながら再生産レベルに達する段

階に分けることが適切と考える。また、後者は「社会レベル」と「経済レベル」が事業継続

の両輪となって機能しているので名称を「社会経済統合レベル」とすることが適切と考える。 

個別の事例で見ると、追浜、青空では、事業主体が組織化され「経済レベル」の活動が明

確に期待できる段階で起業支援組織が形成され、起業後は経営支援組織として拡大するこ

とで「社会経済統合レベル」に達していた。百笑一喜、内子では事業主体が組織化され「経

済レベル」の活動を開始した後に経営支援組織が形成されたが「社会経済統合レベル」には

達していない。スタイルでは、事業主体が組織化され、「経済レベル」の活動を開始した後、

活動に共感する NPO 組織への加入者が増加して「社会経済統合レベル」に達していた。 

第 3 に、発展段階の順序を整理する必要性である。分析結果から発展段階は、①「個人レ

ベル」：主体が地域課題を認識し解決するための行動を開始してから賛同者を得る段階、②
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「社会レベル」：主体と賛同者が事業主体を組織形成してから事業開始に必要な経営資源を

調達する段階、③「経済レベル」：事業主体が事業を開始してから社会的評価を得る段階、

④「社会経済統合レベル」：事業活動を評価する地域の人々からの経営支援を得て事業継続

と地域課題解決を両立させる段階、と整理できた。 

 

3．構成要素を視点とした CB の発展段階 

 

これまで理想論的もしくは観念論的に整理されていた CB の発展段階は、実証的検証に

基づく考察の 1,2 で検討した結果にもとづいて、CB の構成要素の視点の下で、以下のよう

に整理できる（図 1－2）。 

1）「個人レベル」では、主体が地域課題を認識し、それを事業活動で解決するための行動

を開始する。それゆえ、主体が行動を開始する段階で自発性が発現するといえる。 

2）「社会レベル」では、主体と賛同者が地域課題を共有し、事業主体が組織化される。そ

れゆえ、組織が形成された段階でコミュニティ性が発現するといえる。 

3）「経済レベル」では、事業主体が財・サービスの提供を開始し、自らの利益を最大化す

るよりも地域貢献を優先する事業活動を展開する。それゆえ、事業活動を開始した段階で非

営利性が発現するといえる。また、非営利性の発揮による地域貢献が、地域の人々の共感を

得て事業活動に対する社会的評価を高める。 

4）「社会経済統合レベル」では、「経済レベル」における社会的評価の高まりによって事

業活動を継続及び発展させようとする経営支援者が出現する。経営支援者は、事業主体とは

別の支援組織を形成するか、事業主体の組織に加入する。これら支援組織の形成や加入者の

出現は地域課題を共有する組織の拡大であり、CB の構成要素の視点からはコミュニティ性

の拡大と捉えることができる。他方、事業主体はコミュニティ性の拡大による経営支援を得

ることで、事業を持続的に継続させる経営資源を備える。それゆえ、継続性は CB が「社会

経済統合レベル」まで発展することで発現すると考えられる。 

 

認識・行動 

社会経済統合レベル 経済レベル 社会レベル 個人レベル 

図 1－2 CB の発展段階と構成要素の発現時期 

資料：事例分析に基づいて筆者作成。 

組織形成 事業開始 コミュニティ性の拡大 

自発性 

コミュニティ性 

非営利性 

継続性 

評価獲得 経営資源調達 
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第 5 節 今後の課題と展望 

 

本研究は、CB の発展段階モデルの構築を目的とした。そのため、CB の仮説的発展段階

モデルを提示し、非営利組織が経営するワイナリーの発展段階と比較した。その結果、調査

対象のワイナリーでは「個人レベル」、「社会レベル」、「経済レベル」、「社会経済統合レベル」

の順に発展していることが明らかになった。また、CB の事業を持続的に継続させるために

は、地域課題を共有する組織の拡大を意味する、「コミュニティ性の拡大」が必要であるこ

とを指摘した。 

ただし、本章の分析結果はワイナリーもしくはワイナリーに類似した農産加工分野の CB

においては有効であるが、福祉や教育といった他分野の CB の発展段階に適応できるとは

限らない。今後は、異なる事業分野においても同様の調査を行い、本章の結果と比較するこ

とで、横断的に CB の発展段階を検討し一般化を図る必要がある。 

また、本章では CB の発展段階をモデル化することを目的としたが、本論文全体の課題は

農村地域活性化の実現に資することであるため、以下の５点の課題についてさらに考察す

る必要がある。 

①社会経済統合レベルでは、本来は異質な地域住民に対する地域貢献と、地域住民が主た

る構成員である事業主体の利益確保を、どのようにすり合わせるのかが重要である。この点

も精緻に整理する必要がある。 

➁本章で示した発展段階モデルは CB が社会経済現象として外部から認知できる行動を

1 つの段階（区切り）としているが、外部から認知できる行動として表出するまでの前段階

や、事業を継続することに加えさらに発展させるための後段階が存在する可能性がある。 

この課題に関して、前段階としては、追浜・青空では CB 起業以前からにおける商店街活

性化の事業に取り組んでいたことが挙げられる。組織的に商店街活性化事業に取り組んで

いたことがスムーズに CB を開始出来た理由と考えられる。百笑一喜では、地域活性化のた

めに高齢農業者の栽培する農産物を集荷して販売する事業組織の設立、内子では「内子グリ

ーンツーリズム協会」の事業、スタイルでは野生ブドウの収集活動など、農村地域活性化事

業としてワイン醸造をスムーズに開始できる下地が整っていたと考える。 

後段階としては、内子の事例で見られるように高齢者が事業主体である場合、人的継承問

題が生じる可能性が高い。 

③抽出した CB の構成要素は、事業活動が CB であるための要件であり、CB を創出・発

展させるために、これらの構成要素のうちどの要素が重要なのかをあらためて検討する必

要がある。 

この課題は対しては、CB の創出には主体が具体的行動を起こし、組織を形成すること、

すなわち自発性とコミュニティ性が重要であり、CB の発展には非営利性の発揮によってコ

ミュニティ性の拡大を実現し、組織員、支援者・支持者を多数得ることが重要と考える。 

④抽出した構成要素のうち、継続性については、はコミュニティ性が拡大し、事業を持続
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的に継続させる経営資源を備えることで発現することを明らかにしたが、経営資源確保の

ための要件を整理する必要がある。 

この課題は、「ヒト」「モノ」「カネ」といった有形財産と「情報」といった無形財産を確

保する要件と言い換えられる。 

「ヒト」は自発性を発揮する優れた起業者とコミュニティ性の拡大によって得られる支

援者・支持者に分かれる。この場合、起業者が存在しなければそもそも事業主体が形成され

ないので、支援者・支持者をどのように確保するのかという課題となる。よって①と同様に、

非営利性の発揮によるコミュニティの拡大を実現することが要件になると考える。 

「モノ」は生産財、資本財、消費財をどのように確保するかとの課題である。本章におけ

る生産財はワイン原料であるが、追浜、青空の場合は濃縮還元果汁の購入資金さえあれば確

保できる。百笑一喜、内子については、生食用ブドウよりもワイン原料として販売する方が

農家にとって有利な仕組みを地域に構築する必要がある。スタイルは農家に酒販免許を取

得させることで原料ブドウ調達を容易にしている。よって農家にとって有利な仕組みづく

りを構築することが肝要である。資本財は、建屋、醸造設備である。本章の事例では金額の

多寡や公的支援の有無で差異があるものの、最終的に起業者の能力で調達している。起業者

に資本財を調達する能力が備わっていなければ、そもそも CB の創出が不可能と言っても

過言ではない。消費財はワインであるが、5 つの事例ワイナリーはそれぞれ醸造したワイン

を売り切っていた。このことから、ワインのオリジナリティと地域貢献効果を訴求し、営利

企業が製造販売するワインとコンテクストの違いを説明できる商品に仕上げる必要がある。 

「カネ」に関しては、第 4 節 1 項 1）で述べたように、全ての事例で、主体は本業をもち

経済的に自立しており、自立しているからこそ、地域課題解決に向けて実際に行動を起こす

ことを可能にしていた。資本財の調達で述べた通り、金額の多寡や公的支援の有無で差異が

あるものの、少なくとも起業資金と起業開始から一定期間を経るまでの運転資金である「カ

ネ」を起業者自らが調達する能力がなければ CB の創出は不可能と考える。 

「情報」は、醸造技術、マーケティング能力に大別されると考える。醸造技術は独学によ

るか誰かに教えを乞うかは別として、事例ワイナリーでは一定の経験を積むことで身に着

けていた。マーケティング能力のうち、事例ワイナリーは重要な市場調査を全く行っていな

い。にもかかわらず、ワインの販売促進活動で苦労することなく売り切っている。 

このことも同じく第 4 節 1 項 1）で述べたように、主体が CB とは別の経済事業を行って

おり、どうすれば販路開拓ができるのか、顧客を掴めるのかという能力を事前に備えていた

可能性が高い。全く経済事業の経験がない CB の起業者はこれらの能力を新たに会得する

必要がある。 

⑤本章で事例とした各ワイナリーは、行政支援や外部支援を得ているが、どの発展段階で

最もそれら支援を必要とするのかを検討する必要がある。この課題に関して、事例ワイナリ

ーに共通する点は、経済レベルで事業を開始する以前のどこかの段階で、醸造技術や醸造免

許取得といった特殊な技能・知識を外部支援で得たことである。追浜、青空は地域再生マネ
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ージャーS 氏の指導を得た。百笑一喜は宇佐市の指導を得た、内子は大学や愛媛県の指導を

得た、スタイルは三重県の指導を得ている。 

これらの事例から、行政支援や外部支援について、金銭的な経済支援よりも、専門的で技

術的な支援が重要であることがわかる。 

これらの課題の中で、①の地域貢献と利益確保のすり合わせと、②の人的継承問題につい

ては、本章で十分に取り扱えなかった。①については第 3、4 章で、②については第 4 章で、

具体的事例研究を通じて検討したい。 

 

注 

2 2010 年 6 月 18 日閣議決定 

2 非営利組織の代表的な法人形態は NPO 法人である。しかし田尾・吉田（2009）によれ

ば、協同組合などの組合組織も、実態として利益が分配されることがなく組合員の福利を重

視するという行動原理から実質的には非営利組織と見なすことができるとされている。本

章では NPO 法人の他、事業協同組合、企業組合を非営利組織に含めている。なお、本章は

法人形態の相違によって指向性に差異があることを認識しつつ、非営利組織が持つ「利益の

分配をしない」という共通性を括りとしてその特徴を析出し、発展段階を考察しようとして

いる。 

3 構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）により、構造改革特別区域に認定され

た地域においては、果実酒の酒類製造免許の取得要件である年間最低醸造量が 6kl から 2kl

に軽減されたが、すべての果実酒原料は認定された地域内で栽培されたものでなければな

らないとされている。 

4 ワインとはブドウもしくはブドウ果汁を発酵させて製造する酒類である。 

5 2012 年 10 月実施。地域総合整備財団から派遣され、非営利組織によるワイナリー設立

を国内で初めて指導した地域再生マネ－ジャーから聞き取り調査を行った。また、内閣官房

地域活性化統合事務局・内閣府地域活性化推進室のホームページ「認定された構造改革特別

区域計画」から酒造に関する計画を抽出し、ワイン醸造であるか否か、事業主体が非営利組

織である否かを各事業主体に聞き取り調査した。 

（http://www。kantei。go。jp/jp/singi/tiiki/kouzou2/index。html） 

［2012 年 10 月 1 日参照］ 

6 S 氏は追浜商店街にワイナリーの設立を提案した同一人物である。 

7 例えば内子ではベリーA を 1 キロ当たり平均 350 円で購入しているがスタイルは F 氏

がワイン販売活動に責任を持つという条件で希望価格の 1、000 円で購入した。 
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第２章 コミュニティ・ビジネスが地域活性化に及ぼす効果 

 

第１節 本章の課題 

 

第１章では、非営利組織が経営するワイナリーを分析対象として CB の発展プロセスを

モデル化した。一方、それぞれの事業主体によって事業の運営手法や、解決を目指す地域課

題が異なる。またそれらの相違によって地域活性化への効果も異なるものと考えられる。 

そこで、本章では、再度前章で分析対象としたワイナリーについて組織形態と地域課題に

着目し、各事業主体の事業形態を類型化することで、それぞれの事業形態が地域活性化にど

のように効果を及ぼすかを明らかにする。 

 

第２節 分析対象と方法 

  

第１節で述べた通り、本章では、第１章で分析対象としたワイナリーを再度事例とする。 

 第１章では、CB の発展プロセスを解明するために、社会・経済現象として認知すること

が可能な行動の段階（区切り）ごとに CB の構成要素の出現時期や様相を把握し、CB の発

展段階モデルを構築した。 

 本章の分析方法は、まず、①事例ワイナリーの経営実態の細部を労務と財務面から把握す

る。次いで、②労務と財務面から各事例ワイナリーを比較することで、組織形態と地域課題

を分類基準として事業形態を類型化する。そして、各ワイナリーの事業形態の類型からみた

地域活性化の効果を明らかにする。 

 

第 3 節 労務と財務面から見た分析対象ワイナリーの経営実態 

 

1． 経営実態の聞きとり結果 

 

第１節の課題に接近するために、まず分析対象ワイナリーの財務面と労務面から、経営実 

＊本章は小林（2013）を加筆・修正して構成したものである。 

表 2－1 醸造施設・設備の状況 

名称 追浜 青空 スタイル 百笑一喜 内子 

醸造施設 商店街の空き

店舗を賃借 

商店街の空き

店舗を賃借 

役員所有建物

を賃借 

旧 JA支店の建

物を購入 

新規建設 

主な醸造設備 醸 造 タ ン ク

（800ℓ1 基） 

醸 造 タ ン ク

（250ℓ4 基） 

醸 造 タ ン ク

（660ℓ4 基） 

醸 造 タ ン ク

（ 100 ～ 350 ℓ

30 基） 

醸 造 タ ン ク

（ 300 ～ 750 ℓ

11 基） 

資料：分析対象ワイナリーへの聞き取り調査により筆者作成 
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表 2－2 財務と労務に関する聞き取り結果 1（年間収支と労働時間） 

   名称 追浜 青空 スタイル 百笑一喜 内子 

収入（円） 3,450,000 1,532,160 1,119,600 7,200,000 8,612,280 

経費（円） 2,949,000 1,331,064 944,196 7,200,000 9,010,827 

うち人件費（円）） ― ― ― 2,700,000 4,052,380 

収支（円） 501,000 201,096 175,404 0 △ 398,457 

販売本数（本） 3,000 1,368 933 4,000 4,581 

労働時間（時間） 360 164 120 6,240 6,240 

資料：表 2－1 に同じ（数値は聞き取り調査による推計） 

 表 2－3 財務と労務に関する聞き取り調査結果 2 （ワイン 1 本当たりの収支と労働時間） 

名称 追浜 青空 スタイル 百笑一喜 内子 

平均販売価格

（円） 
1,150 1,120 1,200 1,800 1,880 

製造経費（円） 983 973 1,012 1,800 1,967 

うち原料価格（円）） 134 134 600 300 375 

（うち人件費

（円）） 
― ― ― 675 885 

収支（円） 167 147 188 0 △ 87 

労働時間（時間） 0.12 0.12 0.13 1.56 1.36 

資料：表 2－1 に同じ（数値は聞き取り調査による推計） 

態の細部、（特にワインを 1 本醸造する際に必要な経費と労働力）を把握する。 

 財務面と労務面の聞き取り調査の結果は表 2－1、2－2、2－3 の通りである。 

 

２．経営実態の比較 

 

① 労務面の実態比較 

第 1 章で述べた通り、分析対象ワイナリーにおける管理労働は、経営者・役員が無償で担

っている。このことは、すべての経営者・役員がワイナリーとは別の本業を持ち経済的に自

立していること、また分野は違うものの必要な経営管理の能力を既に持ち合わせているた

め、本業の余暇を利用して効率的に管理労働を提供することで可能になっている。 

作業労働に関して、追浜・青空・スタイルは、経営者・役員が自分たちの都合の良いタイ

ミングで無理なく提供できる労働量を無償で提供している。百笑一喜・内子は有給スタッフ

を雇用して通年従事させている。追浜・青空は、ワインの在庫が少なくなった時点で経営者

が本業の空き時間を調整して醸造作業を行う。スタイルは祝祭日など経営者が作業可能な
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日にブドウが搬入され醸造作業を行う。これら 3 つのワイナリーに共通するのは、1 回当た

りの仕込み量が少量で作業の絶対量が少ないため、「空いた時間、都合の良い時間」に作業

ができることである。百笑一喜は、JA やブドウ農家の事情を優先してブドウが搬入される

ので大小さまざまな発酵タンクを準備している。このためワイナリーの作業に繁忙期と閑

散期が混在し、有給スタッフを有効に機能させにくい。内子は、JA から契約内容に沿って

計画通りにブドウが搬入される。ただし、年間を通じて計画的に醸造作業を行うため原料ブ

ドウの約半分は冷凍保存している１。 

② 財務面の実態比較  

分析対象ワイナリーにおける年間収支は表 2-2 のとおりである。追浜・青空・スタイルは

少額ながら利益を出している。このことは、製造本数が少ないこと、原料調達が計画的にで

きること、建物の減価償却費や人件費が発生しないことなどから財務面をコントロールし

やすいことで実現している。百笑一喜・内子は建物に投資し、有給スタッフを雇用している

のでワインの製造コストが高くなり現状では収支均衡もしくは赤字である。 

 ワイン 1 本当たりの収支は表 2－3 のとおりである。追浜・青空・スタイルは、「空いた

時間、都合の良い時間」に効率よく作業を行うため 1 本当たりの労働時間が短く、販売価格

の約 15％の利益を確保している。百笑一喜・青空の経費には建物の減価償却費と有給スタ

ッフの人件費の 2 つの固定費が含まれるので、現在の販売本数では利益が確保できない。

ただし、1 本当たりの労働時間は追浜・青空・スタイルと比較して 10 倍以上であるので、

現在の有給スタッフの労働力で製造本数を増加させることは十分可能である。 

  

第 4 節 事業形態の類型化 

 

 分析対象ワイナリーは、第 1 章で示した概要や本章第 3 節で示した経営実態から、それ

ぞれの組織形態や地域課題からいくつかの事業形態に類型化できる。 

①  組織形態の類型 

分析対象ワイナリーの経営者・役員に共通するのは、地域の現状に危機意識を持ち、地域

課題を解決するためにボランタリー精神を発揮してワイナリーを経営していることである。

そのために、全てのワイナリーで経営者は無償で管理労働を提供している。一方、作業労働

について、追浜・青空・スタイルは、経営者が無理のない出来る範囲で労力を提供している。

このように、自分たちの出来る範囲で地域貢献をしようとしていることから、これらのワイ

ナリーはボランティア型の組織といえる。 

百笑一喜・内子は、有給スタッフの人件費や建物の減価償却費などの固定費を賄う必要が

あるため、作業労働に有給スタッフを最大限に活用しながら販売目標に合わせた原料を調

達し、自立経営できる本数を製造・販売しなければならない。よってこれらのワイナリーは

私企業型の組織といえる。 

②  地域課題の類型 
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追浜・青空が所在する地域の課題は、高齢化の進行で地域の生活基盤が揺らぎ始めたため、

それらを維持するための生活面での課題の解決である。そのためワイナリーを経営する目

的は、地域内に必要な財・サービスを提供する事業費の捻出であり、これらのワイナリーは

生活課題解決型といえる。スタイル・百笑一喜・内子が所在する地域の課題は、ブドウ産地

に伝統的に存在する生産面での課題解決である。そのためワイナリーを経営する目的は、地

域の内外にブドウという地域資源を活用した財・サービスを提供することで産地を維持・発

展させることである。よって、これらのワイナリーは生産課題解決型といえる。 

これら、組織形態の類型と地域課題の類型を組み合わせると、分析対象ワイナリーの事業

形態は図 2－1 のように整理することができる。また図 2－1 からそれぞれの事業形態は表

2－4 のように簡略して類型化できる。 

 よって、分析対象ワイナリーを表 2－4 の CB の類型別事業形態にあてはめると、追浜、

 

図 2－1 分析対象ワイナリー事業形態の整理 

資料：筆者作成 

 

経営者のボランタリー精神  無償の管理労働 

経営者が無理なく提供できる作業労働 

作業労働で無理なく処理できる原材料の調達 

組織のネットワークで無理なく販売できる製造本数 

有給スタッフを活用した作業労働 

販売目標に合わせた原材料の調達 

自立経営できる製造本数 

青空 追浜 スタイル 百笑一喜 内子 

私企業型組織 ボランティア型組織 

ブドウ生産面での伝統的な課題の解決 地域を維持する諸課題の解決 

規模の拡大にこだわらない地域貢献 規模を拡大することによる地域貢献 経営規模 

作業労働 

組織の類型 

ワインの 

生産目的 

地域課題 

ワイナリー 

の類型 

経営者の 

共通点 

生活課題を容易にするための生産 ブドウ産地の維持発展のための生産 

生産課題解決型 生活課題解決型 課題の類型 
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表 2－4 CB の類型別事業形態 

 ボランティア型組織 私企業型組織 

生活課題解決型 モデル１ モデル２ 

生産課題解決型 モデル３ モデル４ 

資料：筆者作成 

青空はボランティア型組織が生活課題を解決しており、モデル 1 と同定できる。スタイル 

は、ボランティア型組織が生産課題を解決しており、モデル 3 と同定できる。百笑一喜・内

子は私企業型組織が生産課題を解決しようとしており、モデル 4 と同定できる。 

 

第 5 節 事業形態の類型からみた地域活性化の効果 

 

第 4 節では、分析対象ワイナリーを地域課題の類型から、生活課題解決型と生産課題解

決型に分類した。生活課題解決型ワイナリーの経営目的は、生活支援事業の財源捻出である。 

このことは、地域に不足する生活支援という資源を、ワイナリー経営で得た資金を「てこ」

にして、地域で必要とされる財・サービスとして創出し、地域内に提供することで、地域の

課題を解決していると言えよう。生産課題解決型ワイナリーの経営目的は、ブドウ産地の維

持発展であり、ブドウ産地に伝統的に存在する生産面での課題を解決しようとするもので

ある。このことは、地域に存在するブドウという資源を、ワインという新しい財・サービス

として活用し、それを広域的に提供することで、ブドウ産地の維持発展という地域課題を解

決していると言えよう（図 2－2）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2－2 事業形態の類型から見た地域活性化の効果 

資料：筆者作成 

 

地域に存在する資源（ブドウ）を、新たな財・サ

ービス（ワイン）に活用して広域的に提供 

地域に不足する財・サービス（生活支援事業）を、

（ワイン）を「てこ」に地域内に提供 

生活課題解決型ワイナリー 生産課題解決型ワイナリー 

人口減少期における地域の新しい諸課題解決 

生活維持的経済事業（小田切 2009） 

社会・生活的な効果（小川 2013） 

伝統的な生産面での維持・発展の地域課題解決 

生活改善的経済事業（小田切 2009） 

経済的な効果（小川 2013） 
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また、第 3 節の 2 の経営実態の比較と図 2－1 で整理したように、ボランティア型の組織

は存続（少額な黒字化）が容易な一方、規模の拡大には不向きである。よって地域内の限定

された需要に財・サービスを提供する小規模な CB は表 2－4 のモデル 1 が最も適してお

り、地域の社会・生活的な活性化に効果があると考える。一方、私企業型の組織が存続する

ためには、他の営利企業との競争にさらされるが、事業規模の拡大には向いている。よって

地域に存在する資源を活用し地域の内外に財・サービスを提供するような、一定の事業規模

が必要な CB は表 2－4 のモデル 4 が最も適しており、地域の経済的な活性化に効果がある

と考える。 

以上の考察から CB の経済活動は、その事業形態によって地域活性化における社会・生活

的な効果と経済的効果の双方に資すると考えられる。 

 

第 6 節 おわりに 

 

本研究では、CB が地域活性化に及ぼす効果を明らかにすることを目的とした。そのため

に、非営利組織が経営するワイナリーの労務面と財務面に着目し、それらを把握したうえで

経営実態を比較検討した。その結果、事業形態は組織面の視点でみるとボランティア型組織

と私企業型組織に分類され、地域課題に対する活動手法の視点から見ると生活課題解決型

と生産課題解決型に分類された。その結果、地域活性化の社会・生活的な効果を目指すには

ボランティア型組織が生活課題解決型の事業を行うことが適しており、経済的な効果を目

指すには、私企業型の組織が生産課題解決型の事業を行うことが適していることが明らか

となった。 

ただし、本研究の分析は、組織と地域課題の視点から CB の事業形態を分類したが、他の

視点から分類できる可能性もある。また、ボランティア型と私企業型の複合的な組織や、生

活課題と生産課題を双方事業領域とする CB の事業主体が存在する可能性もある。今後は

調査対象を拡大し、同様の調査を行うことで CB が地域活性化に及ぼす効果について理論

の精緻化を図る必要がある。 

 

注 

１ 地域内の倉庫会社と連携し、解凍しても品質が劣化しない技術を開発し、廉価な保管を

実現している。 
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第３章 行政と住民が地域政策の課題を共有する農村地域活性化の実現 

―三重県伊賀市菜の花プロジェクトを事例として― 

 

第１節 本章の課題 

 

 菜の花プロジェクトは、地域にある再生可能な資源をエネルギーに変え地域内で利用す

る、資源循環型農業を実現しようという活動である。資源循環の仕組みは、まず遊休農地な

どでナタネを栽培し、それを搾油してナタネ油として商品化する。ナタネ油は地域の特産品

としての販売や、家庭や学校給食などで地産地消する。使い終わったナタネ油はその他の廃

食油と併せて回収し、軽油代替燃料（Bio Diesel Fuel：以下、BDF と略す）に再利用する。

燃焼された BDF は大気中に二酸化炭素を排出するが、再びナタネを栽培することで吸収さ

れる。このような資源循環の仕組みを持つ菜の花プロジェクトは、遊休農地の利活用、農業

の活性化、観光イベントや環境学習などに展開することができる。この取り組みは近年全国

各地に広がっている。（藤井 2005） 

日本で始めて、菜の花プロジェクトが始まったのは滋賀県東近江市（旧愛東町）で、1977

年に琵琶湖に赤潮が発生し、その原因が生活排水（合成洗剤に含まれるリン）などによる富

栄養化であったため無リンせっけんを使おうという住民運動がきっかけとなっている。 

その後、東近江市では廃食油を回収してせっけんへのリサイクルを進める活動や、廃食油

から BDF を製造し地域で利用する活動を経て、1998 年からは、転作田を利用してナタネ

を栽培し、ナタネ油を販売する活動を始めている。しかしながら、2013 年のナタネの栽培

面積は約 12ha、ナタネ油の販売額は年間約 180 万円であり、ナタネ栽培を始めた 1998 年

以降大きく増加していない。 

一方、本章で事例とする三重県伊賀市が行政施策として菜の花プロジェクト（ナタネ栽培）

を開始した時期は 2009 年と比較的後発でありながら、ナタネ栽培の実績が全く無い状態か

ら年々ナタネ栽培面積を拡大し、ナタネ油の販売額を増加させている。2012 年の栽培面積

は約 61ha と伝統的な主産地である北海道や青森県以外の新興産地の中では最大であり、ナ

タネ油販売額は約 1,000 万円を計上している。 

そこで本章では、行政と農村住民が遊休農地解消を地域政策の課題として共有し解決す

るため、伊賀市が菜の花プロジェクトにおいて実施した行政施策と、その結果得られた地域

活性化の効果を考察し、菜の花プロジェクトに参加する CB の事業主体において本来は異

質な地域貢献と利益確保のすり合わせがどのようになされたのかを明らかにすることを課

題とする。 

＊本章は小林・大原（2014）を加筆・修正して構成したものである。 
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第２節 分析対象と方法 

 

1．分析対象 

 

分析対象は、菜の花プロジェクトを主導した伊賀市農林振興課と菜の花プロジェクトに

参加することで新たに CB を開始したナタネ栽培主体、CB ではないナタネ栽培主体、菜

の花プロジェクトを支援する主体である。 

 

2．分析方法 

 

本章の分析方法は 3 段階からなる。まず、①伊賀市の菜の花プロジェクト担当職員であ

った筆者が、プロジェクトを成功に導き農村地域活性化を実現するためにどうすればよい

のかと考えた施策を主観的仮説と見立て、主観的仮説に基づいて実施した行政施策（客観

的事実）を提示する。次いで、②行政施策を実施した結果、新たに CB を開始したナタネ

栽培主体がどのように対応したのかを行動プロセスとして把握するとともに、第 1 章で示

した CB 発展段階モデルと比較する。そして、③菜の花プロジェクトを実施することで得

られた地域活性化の効果及び地域貢献と利益確保のすり合わせがどのようになされたのか

を第 2 章の考察結果を用いて明らかにする。 

 

第 3 節 事例と分析 

 

1．伊賀市における行政施策 

 

2006 年に策定された「バイオマスニッポン総合戦略」１に呼応して、伊賀市では「伊賀市

バイオマスタウン構想」を 2007 年に公表した。この構想では中核的事業として菜の花プロ

ジェクトを推進することが位置づけられた。事業の担当部署は農林振興課であった。 

農林振興課の担当職員であった筆者は事業開始にあたり先進地を視察し、以下の事柄を

把握した。まず、ほとんどの事業主体の活動は、資源循環型社会のモデル構築を目的とする

環境面からの取り組みであること。ナタネ栽培は NPO 法人などの非営利組織か、行政から

の働きかけで限られた営農組織や農家が小規模に行っていること。菜の花プロジェクトに

おける事業活動、特に BDF の販売を収益事業として成立させるにはスケールメリットが必

要で、市内の全ての廃食油を収集しても採算の取れる事業にならないこと。国産ナタネ油の

販売は輸入原料のキャノーラ油と競合し、価格競争面で不利であることである。 

一方、伊賀市における菜の花プロジェクトの目的は、ナタネ栽培による遊休農地解消や利

活用を推進することと共に、ナタネ油を地域の特産物として販売し農村地域活性化を実現

することであったので、他の先進地とは異なる独自の事業展開を行う必要があることも認
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識した。独自の展開とは次の 3 点である。 

A、行政主導ではあるものの、遊休農地の利活用と特産品づくりという政策課題をナタネ

栽培主体と共有し、ナタネ栽培主体の自発性を尊重し菜の花プロジェクトに参加しやすい

仕組みを作ること。 

B、ナタネ油を売りきる仕組みを作ること。 

C、一過性の事業に終わらず、地域ぐるみのビジネスとして継続させることである。これ

ら独自の展開を可能にする仕組みを事業開始から 3 年間で構築することした。 

そのため筆者が主観的仮説として設定した課題は次の 7 点である。 

①、ナタネ栽培において、様々な動機を持った多様な事業主体を公募し全市的な取り組み

とすること（A に対応）。 

②、ナタネ油を地域の特産品として広域的に販売するには原料の自給が必要なため、栽培

面積の目標を 100ha と高めに設定して市長が公表すること（B、C に対応）。 

③、伊賀産ナタネ油に消費者に対する訴求力を付加し、他地域の国産ナタネ油や輸入原料

のキャノーラ油と差別化できること（B に対応）。 

④、製造した BDF は菜の花プロジェクトに参加する事業主体の農業用機械に無償提供す

る仕組みを作ること。（C に対応） 

⑤、ハード施設（搾油施設、BDF 製造施設）の設置は伊賀市が国の交付金を活用して行

い、施設運営とナタネ油販売は伊賀市の第 3 セクターである（社）大山田農林業公社３（以

下「公社」と略す）に委託し、ゆくゆくは委託料が不要で継続して利益の出る仕組みを作る

こと。（C に対応） 

⑥、公社とナタネ栽培主体、ナタネ栽培面以外で菜の花プロジェクトに参加してほしい主

体間に互酬関係を構築し、菜の花プロジェクトが継続しやすい仕組みを作ること。（C に対

応） 

⑦、ナタネ栽培主体がナタネの出荷だけでなくナタネ油の販売にまで取組み、より大きな

利益を得る農村 CB 事業主体を育成すること、であった。 

上記７点の筆者による主観的仮説を基に実施した行政施策は以下の通りである。 

①、に対応するため、栽培主体を市の広報などで公募し、種子を無償で提供することとし

た２。公募した理由は、ナタネ栽培を行政側が押し付けるのではなく、栽培主体の自発性を

尊重しなければ「やらされ感」が生じてプロジェクトが継続しにくいと考えたからである。

種子を無償提供した理由は、筆者は専業農家の生まれで、幼少の頃から農家同士の種苗のや

り取りについて「無償であげるから育ててみないか」と言われるとほとんどの場合「ありが

とう」と受け取って「もらった種苗だから」と大切に育てる様子を見ていたので、種の無償

提供はナタネ栽培に参加するインセンティブを高めると考えたからである。 

②、に対応するためには、ナタネ油の搾油施設を、栽培面積 100ha（原料ナタネ 200ｔ相

当）に対応できる規模にすることとした。筆者は伊賀市だけで原料ナタネ 200ｔを調達する

ことはかなり困難だと予想していたが、設備に余剰稼働力があれば市外からの作業を受託 
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表 3－1 多様な出荷形態 

資料 伊賀市条例 

し公社の収入源になるだろうと考えた。 

 また、ナタネ栽培者に多様な出荷形態を選択できる仕組みと、乾燥調整や搾油作業を公

社に委託する際にナタネを物納すれば現金を支払わなくてもよい仕組みを条例として構築

した（表 3－1）。物納できる仕組みを構築した理由は、これも筆者が、農家は例えば水田 

の小作料においても現金払いより物納を好むことを経験的に認識していたので、ナタネ栽

培推進に有効に作用すると考えたからである。 

このことにより、ナタネ生産者は、1）ナタネを出荷して代金を受け取る、2）ナタネ油 

を地域に持ち帰り地産地消する、3）ナタネ油を地域に持ち帰りナタネ生産者独自のブラ

ンドで販売する、4）1）から 3）までを数量を指定して組み合わせる、という４種の選択

肢が可能になっている。また、現金支出を避けたいと望むナタネ栽培者は、1）から 4）ま

でのどの選択肢でも出荷したナタネの一定割合を公社に物納すれば作業を委託できる。  

このような仕組みを構築することで、ナタネを農産物として出荷したいナタネ生産者は 

1）を、食生活の質を向上させたいナタネ生産者は 2）を、より大きな付加価値を得ようと

するナタネ栽培者は 3）を選択することになり、異なる目的を持った多様なナタネ生産者

を菜の花プロジェクトに呼び込めるようにした。また、ナタネ収穫までは望まないが、地

域景観を向上させたい団体や、社会学習として菜の花プロジェクトに取り組みたい教育機

関にも門戸を広げて種子の無償配布をして栽培面積拡大の機運を盛り上げた。 

③、の販売面への対応に筆者は最も苦慮した。食用油は菓子や惣菜のようにそのまま消

費者が口にするものではなく、調理の補助的食品であるため消費者への訴求が困難だと認

識したからである。 

そのために 1）主たる購買層を 30 代から 50 代の女性と想定し、ネーミングやパッケー

ジデザインを購買層の嗜好に合わせてアピールすること。2）消費者の多様な消費要求に

応えるため、商品ラインナップや容量を豊富にすること。3）商品のブランド価値を高め

るため首都圏で知名度を向上させ、地域内に逆発信することなどを主たる販売戦略とし

た。 

1）に関しては、伊賀市役所の有志女性職員 7 名で商品開発プロジェクトチームを立ち

あげ、ナタネ油の統一商品名を「七の花（なのはな）」として、市販のナタネ油とは違う

ブランドイメージをアピールすることとした。また、全ての商品には「○の中になの字を 

附属設備等の名称 区分 金額 備考 

乾燥・調整用機械器具 ナタネ搬入時重量１ｋ

ｇの処理につき 

50 円以内 ナタネ乾燥重量の 10％

を金額のかわりに物納

することができる。 ナタネ以外搬入時重量

１ｋｇの処理につき 

100 円以内 

搾油・瓶詰用機械器具 ナタネ乾燥重量１ｋｇ

の処理につき 

200 円以内 ナタネ乾燥重量の 20％

を金額のかわりに物納

することができる。 ナタネ以外乾燥重量１

ｋｇの処理につき 

400 円以内 
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表 3－2 商品ラインナップ （統一商品名：七の花） 

個別商品名 一番搾りナタネ油 エクストラバージ

ンナタネ油 

ファインバージン

ナタネ油 

深入り焙煎ナタネ

油 

主な用途 揚げ物、炒め物な

ど家庭料理用 

ドレッシング、マ

リネなど洋風料理

用 

ドレッシング、マ

リネなど洋風料理

用 

スープなど中華料

理用 

容量 各５０ｍｌ・１００ｍｌ・２００ｍｌ・５００ｍｌ・５L（業務用） 

資料：筆者の調査による 

入れた」タグを付け、原料栽培から搾油・瓶詰めまで全て伊賀市で行っていることをアピ

ールすることとした。さらにギフトセットの需要を見込み、高級感のあるギフトボックス

を用意した。ナタネ油の搾油施設に関しても、愛称を「菜の舎（なのくら）」と名づけ消

費者の視察を積極的に受け入れるとともに製造工程を全て公開することとした。 

2）に関して用意した商品ラインナップは表 3－2 のとおりである。これら商品ラインナ

ップのうち、他の国産ナタネ油と差別化できるのはエクストラバージンナタネ油である。 

一般的なナタネ油は、原料を焙煎してから搾油するが、エクストラバージンナタネ油は

常温のまま搾油する。そのため風味が新鮮で、オリーブオイルと同様の利用が出来る。ま

た、オリーブオイルと比較して粘度が低く、保冷しても凝固しない長所があるため、ドレ

ッシングなどを作り置きして冷蔵庫で保冷してもすぐに使える。 

ただし、ナタネには細かな土や埃が付着しているため、搾油作業の前に水洗いしないと

油が濁る。そのため水洗とその後の乾燥作業が必要であるが、時間をかけて天日干しをす

ると発芽するため他の搾油所では製造が難しい。そこで大学教授 O 氏のアドバイスによ

り、低温赤外線乾燥機を輸入し短時間での乾燥を可能にした。 

商品価格は作業が全て手作業で手間がかかるので 94ｇで 1,000 円と高めである。しかし

ながら、高価でも購入したい消費者や、贈答用として販売は好調である。また、伊賀市は

観光地であるため観光土産の需要も多い。 

そのため、44ｇの一番搾りナタネ油とエクストラバージンナタネ油を 2 本セットでラッ

ピングし、ミニセットとして 1,000 円で販売するなどの工夫をしている。 

3）に関しては、三菱地所（株）などと連携し、東京丸の内の高級飲食店で試食会を開

催することや、（株）ぐるなびと連携し、ぐるなび加盟店でのマーケティング調査を行い

加盟店への販路を確保した。また、七の花パンフレットに東京版ミシュランガイドで紹介

されている有名シェフを起用することで、「東京で評価されている伊賀産ナタネ油」とい

うイメージを伊賀市に定着させ、地産地消や地域外へのギフトとしてのブランド価値を高

める活動を行った。 

④、に対応するためには、簡易な作業で高品質な BDF の製造を可能にするため、製造プ

ラントを三重大学伊賀研究拠点に隣接する場所に設置し、大学教員の製造指導と品質チェ

ックが常時受けられる体制を整えた。 

また、伊賀市の公共施設から排出される廃食油を公社が中心となって収集し、BDF 製造

プラントに搬入するとともに BDF 製造作業を行い、製造した BDF を公社に持ち帰り、使
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用するナタネ栽培主体が受け取りにくる仕組みを整えた。 

⑤、に対応するために、公社への業務委託にあたっては国の雇用対策事業である「ふるさ

と雇用基金事業」を活用し、職員を 3 名雇用し、人件費、事業費を 3 年間保証した。また、

その 3 年間で、高度な搾油技術の取得やナタネ油の販路を確保し 4 年目からは収益事業と

して自立させようとした。 

⑥、に対応するために、筆者は公社と菜の花プロジェクト参加主体、ナタネ栽培面以外

で菜の花プロジェクトに参加してほしいと考える主体に個別に働きかけた。 

まず、公社に対して汎用コンバインを保有しないナタネ栽培者のナタネ収穫作業を廉価

（7,000 円/10a）４で請け負うこと、ナタネの全量買い取りを保証すること、ナタネ買い取

り価格は、流通価格より 1 ㎏当たり約 50 円程度高めに設定すること（2013 年度実績は

146 円 5）を提案した。これらは、公社の経営にとって不利な条件であり、理事会での反

発があったが、3 年間は事業費を委託料として支払うこと、新しい事業に取り組み地域に

貢献しなければ公社自体の生き残りができない厳しい状況であることを説明し了解を得

た。 

ナタネ栽培主体には、収穫したナタネの運搬作業は自身で行うことを義務付けるととも

に、汎用コンバインを所有するナタネ栽培主体には、公社の作業繁忙期にナタネの収穫作

業を共同して請け負うことで公社の作業負担を軽減することを提案して了承を得た。 

ナタネ栽培面以外で菜の花プロジェクトに参加してほしい主体への対応は、まず、三重

大学に対し、農林水産省の「地域バイオマス利活用交付金」を活用して、高度な物質分析

が可能な機器（高速液体クロマトグラフやガスクロマトグラフ等）を提供し、三重大学伊

賀研究拠点（以下「伊賀研究拠点」と略す）でナタネ油と BDF の品質チェックを可能に

した。 

同交付金の交付要件は「バイオマス利活用高度化研究」であったため、伊賀研究拠点は

菜の花プロジェクトを主要な研究テーマと位置付け、研究成果を発表するセミナーを市内

で定期的に開催した。また、コンバインなどの農業機械で作業できないような条件の悪い

湿田を簡易工法で畑地化する実証研究を行いナタネ栽培圃場として利用することを可能に

した。 

三重県伊賀地域農業改良普及センターには、三重県中央農業改良普及センターから遊休

農地解消のため普及員 N 氏が派遣されていたため、N 氏とともにナタネ栽培の各圃場を巡

回し、きめ細かな栽培指導を行った。 

また、地元の大規模養鶏事業者は鶏糞を乾燥鶏糞肥料に加工して販売していたが、成分

のほとんどが窒素であるため所謂単肥であり、販売に苦慮している状況であった。一方ナ

タネ栽培の肥料は窒素分が必要なため、10a あたり 1,000 円という廉価で養鶏事業者がナ

タネ栽培圃場に散布作業を行う仕組みを提案し了承を得た。このことでナタネ栽培主体に

とって栽培経費と肥料散布作業の軽減を可能にした。 

さらに、授産施設は障がい者の作業受注の確保が課題であったので、ナタネ油のラベル
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貼りや梱包などの簡易作業を委託し、公社職員の単純作業を軽減した。 

地方鉄道の乗客を確保し、運行継続を目的とするボランティア団体に対しては、鉄道沿

線にナタネを栽培し、鉄道会社と協力して景観を楽しむお花見列車を運行することを提案

し、ナタネ栽培の機運を盛り上げた。 

 これらの対応は、伊賀研究拠点、三重県伊賀地域農業改良普及センターにとっては研

究・普及といった組織使命の具現化であり、大規模養鶏事業者にとっては大量に発生する

鶏糞を有効的に活用できる手段であり、授産施設にとっては就業機会の獲得、ボランティ

ア団体にとっては利用客の減少する地方鉄道を PR する機会となっている。 

これら個別に働きかけを行った互酬の仕組みを、組織的に継続するため 2012 年に農林

振興課が事務局となり、「菜の花プロジェクト推進協議会」を設立し、参加主体間で互酬

関係の維持、調整を行うこととした（図 3－1）。 

⑦、に対応するために、表 3-1 で示した条例に工夫をした。まず、乾燥・調製機械器具

による処理作業と、搾油・瓶詰用機械器具による処理作業の代金を分けたことである。 

このことによって、伊賀市外の事業主体から、乾燥・調整作業だけ、もしくは搾油・瓶

詰作業だけを受託することを可能にし、公社の利益確保の手段を広げた。また、それぞれ

の処理作業の代金を「以内」とし、市外の事業主体からは設定した金額通りの代金を受け

取り、市内のナタネ栽培主体については公社との話し合いで設定金額より低額の代金での

作業受託を可能にし、新たなナタネ栽培主体の経費節減が実現できるよう配慮した。 

 

    

    図 3－1 筆者の主観的仮説に基づき実施した行政施策によって構築しようとした互酬関係 

    資料 筆者作成 

30

伊賀市

菜の花プロジェクト推進協議会

大山田農林業公社

三重大学、三重県（研究、普及）養鶏事業者（鶏糞活用）、
授産施設（就業機会）ボランティア団体（地方鉄道PR)

ナタネ栽培主体

多様な出荷
形態に対応

参加動機に適
した出荷形態

参加動機の実現

インセンティブを付与した公募搾油施設の指定管理

新たな収益源

調整
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また、②への対応でも述べたように現金支出をしたくない場合は、ナタネ物納で作業委託

することを可能にした。 

 

2．行政施策実施の結果、新たに CB を開始したナタネ栽培主体の対応と行動プロセス 

 

 前節の公募に応じたナタネ栽培主体は、2011 年では 72 主体であった。それら主体は、新

たに住民有志で組織した CB 組織、集落営農組織（任意団体）、農業法人（農事組合法人と

会社法人）、個人農家、教育機関の 5 つに分類できる。 

これら主体のうち、永田（1988）の分類した顕在的地域資源（農用地、森林、用水、河川）

の保全を地域課題と認識し、その保全を主目的としながら農産物を販売する集落営農組織

や農業法人は、1 章で示した CB の構成要素を備えていれば農村特有の CB の事業主体と見

なすことができる。 

また、中山間直接支払い制度に取り組む集落営農組織の中で、同制度の支払い条件である

「いつでも農産物が耕作できる状態に圃場を管理する」という条件に対応し、圃場管理はす

るものの栽培活動はしていなかったが、種子の無償支給が契機となってナタネの出荷販売

を始めた組織は新たに CB の事業主体となったと見なすことができると考える。 

ただし、本研究の目的は農村活性化への効果を焦点とし、CB の創出から発展へのプロセ

スを明らかにすることであるため、既存の主体ではなく、新たに住民有志で組織形成した

CB の事業主体を事例として取り上げる。 

本項で事例とするのは、地区内のすべての遊休農地においてナタネ栽培を実現した「長田

ナタネの郷づくりの会」である。以下、事例に対する聞き取り調査から活動実態を把握し、

前項で示した行政施策を実施した結果、どのような対応をし、どのような行動プロセスを経

たのかを明らかにし、第 1 章で示した CB 発展段階モデルと比較する。 

また、次節で菜の花プロジェクトを実施することで得られた地域活性化の効果及び地域

貢献と利益確保のすり合わせがどのようになされたのかを明らかにするため、「長田ナタネ

の郷づくりの会」との比較対象として、顕在的地域資源の保全を主目的とせず CB の事業主

体とは見なせないが、ナタネ栽培に取り組む集落営農組織「小上野営農組合」の経営実態を

聞き取り調査で把握する。 

（1） 長田ナタネの郷づくりの会 

1）事業活動の実態  

長田地区は小字８地区で構成されており、世帯数は 512、地域内の農地は約 200ha であ

る（2013 年）。長田地区では水稲の生産調整が続く中、遊休農地が次第に増加してきた。

また、地区の中心を交通量の多い国道が通るため遊休農地による景観の悪化が地区外の

人々の目につきやすく、これらの解消が地域の課題であった。 

こうした状況の中、地元鉄工所の社長である M 氏を中心に長田地区の住民自治協議会産

業振興部会において協議を重ね、試行的に 2006 年から景観作物として「ひまわり」と
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「ナタネ」の栽培を始めた。2008 年にはナタネを約 1.7ha 作付けし、県外に搾油を委託

して約 150L のナタネ油を得た。 

2009 年には、伊賀市の行政施策として始まった菜の花プロジェクトを契機に、本格的な

ナタネ栽培組織を発足させるべく議論を重ね、M 氏を会長として「長田なたねの郷づくり

の会（以下「郷づくりの会」と略す）」を設立し、本格的なナタネ栽培を始めた。その

際、汎用コンバインを約 800 万円（農協借入金）で購入した。 

郷づくりの会の 2013 年の会員数は 42 名で、役員はそれぞれの小字からコンバインでの

刈り取り作業や運搬に出役できる人を 1 名もしくは 2 名選出している。会員はほとんどが

60 歳から 70 歳までの退職世代の男性で、役員もほぼ同年齢である。また、会員は実際に

圃場でナタネ栽培をする人で、圃場の所有者が会員というわけではない。 

郷づくりの会では、地区内の遊休農地を有償で地主から借上げ、会員がナタネ栽培を行

っている（ただし、遊休農地であるため無償で貸す地主も多い）。公社に搾油委託する際

にはナタネの 30％を物納し、残り 70％は焙煎工程を経た通常のナタネ油に加工して郷づ

くりの会が全量引き取り、「長田の菜種油」として独自ブランドで販売し、収益を会員に

作業賃金として支払っている。 

「長田の菜種油」として独自ブランドで販売している理由は、伊賀市で最初にナタネ栽

培にとりくんだ誇りを維持すること、地名を商品名に入れることで、地域ぐるみでとりく

む特産作り事業であるという意識を長田地区住民に認知させ、一体感を醸成すること、長

田地区の子供たちに、地産地消の大切さを教えるとともに郷土愛を育ませたい、という思

いがあったからである。 

郷づくりの会の事務局は伊賀市の出先機関である長田地区市民センターのセンター長が

主として担っている。 

 郷づくりの会のナタネ栽培面積は、約 8.5ha（2013 年実績）であるが、地域ぐるみで遊

休農地の所在地調査を行い、その全てにナタネを栽培しているので、地区内の遊休農地や

荒廃農地はほとんどすべて利活用されている。そのため今以上の面積拡大の余地は少な

い。 

ナタネの栽培作業は各会員が行うが、刈り取り作業と運搬は役員が行い、労務費として

１日当たり日当として平均 7,000 円が支払われる。しかしながら、ナタネの圃場は、遊休

農地や荒廃農地になっているところで栽培しているため分散しており、圃場間の移動に時

間がかかり作業労働の効率性が低い。地区内の刈り取り作業は１週間余りで終わるが、そ

の後は公社と共同して他地区での刈り取りの作業受託も行っている。 

ナタネ油の販売価格は、900mL・1500 円、500ｍL・900 円で、主たる購入者の内訳

は、会員（贈答用・自家消費）約 10％、地元 JA（記念品用）約 40％、道の駅・温泉など

（卸売り）約 50%である。販路開拓は M 氏を中心とした役員が担っている。 

郷づくりの会の会議は、総会、理事会などが年３回程度開催される。会議は技術的な議

論や刈り取り時期の相談が主で、金銭的な利害調整が必要になることはない。また、ナタ 
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表 3－３ 郷づくりの会決算 

収入（円） 支出（円） 

ナタネ油販売金額 946,777 材料費 681,086 

油かす販売金額 68,850 役員労務費 696,000 

作業受託収入 418,880 経費 1,458,737 

雑収入 208,030 会員作業賃金 1,382,903 

農業者戸別補償交付金 2,576,189     

合計 4,218,726 合計 4,218,726 

資料：郷づくりの会総会資料（2013 年）による 

 

ネ栽培は地域の絆づくりに役立っており、懇親会・スポーツ交流なども会員の楽しみとな

っている。 

2013 年における郷づくりの会の決算は、表 3－3 のとおりである。決算の特徴は、収益

を作業賃金として支払い、収入と支出を同額にしていることである。 

これには、郷づくりの会に対する法人税の課税を避ける目的と、僅かであっても作業賃

金を支払うことで会員に対して菜の花プロジェクトに取り組むインセンティブを付与する

目的がある。また、経費の中には、会員の交流を目的とした食事会や視察旅行の費用が含

まれており、ナタネ栽培を通じた地域のネットワーク作りに役立っている。 

2）行政施策への対応及び行動プロセス 

 ①ナタネ栽培主体の公募とナタネ種子の無償配布、②栽培面積の目標を 100ha と設定し

て市長が公表した行政施策は、行政の本気度を認識させ、里づくりの会設立という組織化と、

汎用コンバインや遊休農地調査によるナタネ栽培圃場、作業労働に必要なマンパワーとい

う経営資源の調達行動となっている。 

また、栽培圃場の確保では、住民主体で地区内の遊休農地を全て調査し、圃場所有者と貸

借の権利関係を調整し、地区内のすべての遊休農地をナタネ栽培に利活用するという行動

結果となっている。 

③伊賀産ナタネ油に消費者に対する訴求力を付加する施策は、「売り切る」ことの重要性

を認識させ積極的な販売促進行動として表れているが、商品のラベルデザイン、パッケージ

に所謂「洗練された工夫」がなく、「主たる消費者と想定する女性へ訴求力」に対応する商

品ラインアップを実現するには至っていない。 

このことは、活動の主たる構成員が退職世代の男性中心であるため、購買層の中心となる

30~50 歳代の女性目線の配慮が出来ていないためと考える。 

④BDF を農業用機械に無償提供する施策は、公社とともに廃食油の回収に参加し、BDF

を使った資源循環型農業の実践行動となっている。しかしながら、軽油の価格は為替レート

で変動するもののおおよそ 100 円/ℓであり、コンバインを例にすると必用な量は 1 日 8 時

間稼働して約 50ℓ、金額にして約 5,000 円である。また、廃食油の回収・運搬作業は衣服や
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車両が汚れるといった負の作用が生じる。 

このような点と、廃食油を回収し BGF 製造施設に運搬するのに半日から 1 日を要する点

を考慮すると、軽油を購入する方が経営面では合理的である。 

そのため「BDF は面倒だ」と認識され、M 氏が率先して行動しなければ「郷づくりの会」

は回収作業を中止する可能性が高い。 

⑤搾油施設と BDF 製造施設の運営を公社に委託し、継続して利益の出る仕組みを作る施

策は実現していない。なぜなら、搾油施設単体の運営で見れば利益が確保できているが、

BDF 製造施設は農業機械の燃料費は無料になるものの、人件費、光熱水費、触媒薬品購入

費などの経費が搾油施設の運営で得る利益より多額だからである。 

しかし公社の赤字額を伊賀市が補填することで、「郷づくりの会」の事業活動が継続する

とともに、地区の女性達がナタネ油を使用した料理の試食イベントを開催し、販促活動始め

るという行動結果となっている。 

⑥菜の花プロジェクトに参加する主体間に互酬関係を構築し、菜の花プロジェクトが継

続しやすい仕組みを作る施策は、汎用コンバインを長田地区外でも稼働することで作業受

託収入を得るとともに肥料経費を軽減し、「郷づくりの会」の事業活動が継続する行動結果

となっている。 

また、伊賀研究拠点や三重県の農業改良普及員と意思疎通しやすい関係が構築され、栽培

面やナタネ油の品質面で、疑問や困りごとが生じた場合、筆者を介さず直接相談する行動結

果となっている。 

⑦ナタネ栽培主体がナタネの出荷だけでなくナタネ油の販売にまで取組み、より大きな

利益を得る農村 CB 事業主体を育成する施策は、「長田の菜種油」というオリジナルラベル

を作り、住民主体で販売活動を行うという行動結果となっている。 

また、地域ぐるみで遊休農地を利活用する事業活動が地元 JA 理事会から評価され、仏事

やイベントの贈答品として採用されることとなった。しかしこの行動は公社との間でコン

フリクトを生じさせた。 

主な原因は、1）長田産の菜種油だけを原料にするので、保管場所の確保や搾油作業で公

社職員の負担が増すこと、2）公社が販売する伊賀市統一の七の花ブランドのナタネ油と形

状の異なる容器であるため、どちらを先に搾油、瓶詰めするのかで販売開始時期が変わるこ

と、3）原料ナタネに未熟粒が多い場合や焙煎作業が適切でない場合、ナタネ油の色が本来

の美しい琥珀色にならず黒ずむが、双方が相手の責任だと主張したことである。 

そこで、公社、郷づくりの会、筆者の３者で話し合い、1）については収穫作業日を相互

に調整し、搾油施設への搬入日を事前に決めておくこと。2）は、「郷づくりの会」が最低限

の販売必要量を公社に知らせ、それだけを先に搾油瓶詰めすること。3）は伊賀研究拠点に

分析を依頼することで、長田産ナタネの未熟粒に含まれる葉緑素が黒ずみの原因だと特定

し、収穫作業を長田地区一斉に行うのではなく、完熟した圃場から順に行うことで解決した。 
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3）第 1 章で示した CB 発展段階モデルとの比較 

 「郷づくりの会」の CB 創出から発展への段階は、事業活動の実態と行政施策への対応

及び行動プロセスから以下のように整理できる。 

①地域住民が地域景観の悪化を認識し、M 氏を中心に解決策を話し合い景観向上のため 

ひまわり、ナタネの栽培を開始するとともに試行的にナタネ油を搾油委託する段階。②伊

賀市菜の花プロジェクトの開始を契機に「郷づくりの会」を組織化する段階。③ナタネ栽

培圃場、汎用コンバイン、作業労働のマンパワーなど経営資源を調達する段階。④菜の花

プロジェクトに参加し、ナタネを栽培するとともに「長田の菜種油」の販売を開始する段

階。⑤地区の女性たちや、ＪＡ理事会から事業活動の評価を得る段階。⑥ＪＡによる販売

支援や地区の女性達が販売促進活動に参加することで事業を持続的に継続させる経営資源

を備える段階である。 

 上記の段階において、筆者が地域の人々と関わって行動した内容は以下の通りである。 

 まず、①の段階は M 氏を中心とした長田地区の住民有志による自発的な行動であり、筆

者は直接関与していない。しかし、同時期に市民農園の未利用圃場を利用してナタネ栽培

のモデル圃場として試験栽培を行い、適切な管理をすれば伊賀市でもナタネ栽培が可能な

ことを実証したことで、ナタネ栽培の機運を盛り上げる結果につながっていると考える。 

 ②の段階に至るまでには、M 氏から相談を受け、地域住民に対して「菜の花プロジェク

トとはどのような事業活動なのか」を理解させるために、地域内で学習会を複数回開催し

細部にわたる疑問点が解消されるまで説明した。更に、先進地である東近江市や、搾油事

業者への視察研修を複数回企画・実行した。加えて、事業活動で極力現金支出を伴わない

仕組みづくりをすることを約束した。また、行政が 100ha に対応できる大規模な搾油施設

を本当に設置するのか、との疑念に対し、「必ず実現する」と約束した。 

 ③の段階も、M 氏らが自発的に取り組んだ行動であり、筆者は直接関与していない。し

かし、②の段階までに、住民との信頼関係を構築し、搾油施設を必ず設置すると約束した

ことで、本気度が伝わった結果の行動だと考える。 

 ④の段階では、ナタネ栽培において、1）圃場の排水処理が不完全なため収量が十分確

保できない課題、2）連作障害で菌核病が発生する課題、が生じたため、1）に対しては三

重県職員の N 氏と共に全筆見回り調査を行い、筆毎にどのような排水処理をすればよいの

かを指導した。2）に対しては、モデル圃場を設置し、N 氏や三重県中央農業改良普及セ

ンターと連携し、播種前の夏季に約 1 か月湛水し代掻作業を行えば菌核菌が死滅するこ

と、播種の条間を 60Cm 程度とし、中耕を行えば発生が軽減されることを確認し、郷づく

りの会に周知した。長田の菜種油販売に関しては、公社との間で生じたコンフリクトを三

重大学と連携して解消した。 

 ⑤に至る段階では、M 氏ら郷づくりの会の役員に、「主たる消費者は女性である」か

ら、長田の菜種油販売には地区の女性達の支援が必要であり、お願いしてでも事業活動に

参加してもらうようアドバイスした。 
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 ⑥の段階では、⑤のアドバイスを M 氏らが聞き入れ、地区の女性有志で「菜の花グルー

プ」が組織化された。菜の花グループは、長田地区内で開催される各種行事で「長田の菜

種油」を使った料理のふるまいや、販売をするようになった。そこで、筆者は、長田地区

外で開催されるイベントにも同様に参加してはどうかと提案し、「菜の花グループ」が受

け入れたことで、地区外での「長田の菜種油」の販促活動となっている。また、菜の花プ

ロジェクト推進協議会が、毎年会場（菜の花畑）を変えながら開催する「菜の花まつり」

にも参加している。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－2 「郷づくりの会」の発展段階と構成要素の発現時期及び筆者の関わり 

資料：事例分析結果より筆者作成。 

① 

ナ タ ネ 試

行栽培 

社会経済統合レベル 経済レベル 社会レベル 個人レベル 

② 

郷づくりの

会設立 

④ 

長田の菜

種油販売 

⑥ 

JA の販売支援、女性

による菜の花グループ

組織化 

自発性 

コミュニティ性 

非営利性 

継続性 

⑤ 

JA 理事

会、地区

女性の評

価 

③ 

汎用コンバ

イン、圃場

マンパワー 

「郷づくりの会」の発展段階と筆者の関わり 

①、モデル圃場でのナタネの試験栽培 

②、地域住民に対する学習会の開催、先進地・搾油事業者への視察研修、極力現金支出 

を伴わない仕組みづくりと、搾油施設の設置を言明。 

③、②の結果による郷づくりの会の行動 

④、三重県と連携したナタネ栽培研究と指導 

  公社とのコンフリクト解消 

⑤、地区の女性に、郷づくりの会活動に参加してもらうことをアドバイス 

  （女性による菜の花グループの組織化） 

⑥、菜の花グループに、長田地区外で活動することを提案 

  （菜の花プロジェクト推進協議会への参画） 
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これらの発展段階を、1 章で示した CB 発展段階と比較すると、①は地域課題の認識と

行動であり、自発性が発現している。②は組織形成でありコミュニティ性が発現してい

る。③は経営資源の調達である。④は事業開始であり、遊休農地の解消を利益の最大化よ

り優先するため、非営利性が発現している。⑤は評価獲得である。⑥はコミュニティ性の

拡大であり、継続性が発現している。 

これらの事から、「郷づくりの会」の発展段階の事例においても第 1 章で示した CB の

発展段階モデルの有効性が確認できた（図 3－2）。 

また、筆者の主観的仮説に基づいて実施した行政施策 7 点のうち、③伊賀産ナタネ油に

消費者に対する訴求力を付加し、他地域の国産ナタネ油や輸入原料のキャノーラ油と差別

化できる施策」は、「郷づくりの会」の発展プロセスに作用していないことが確認でき

た。 

④製造した BDF は菜の花プロジェクトに参加する事業主体の農業用機械に無償提供す

る仕組みを作る施策は、郷づくりの会の負担になっていることが確認できた。 

⑥公社とナタネ栽培主体、ナタネ栽培面以外で菜の花プロジェクトに参加する主体間に

互酬関係を構築し、菜の花プロジェクトが継続しやすい仕組みを作る施策は、事業開始と

同時期に仕組みが構築できるものではないことが明らかとなった。その原因は、公社と郷

づくりの会にコンフリクトを生じたように、事業活動を行うと、新たに課題が発生し、そ

れらを一つずつ解決しなければ互酬関係の構築は困難であるからである。 

（2）小上野営農組合 

小上野営農組合の実態は、農業機械共同利用組合の性格が強く、個人で農機具を購入す

ることが非効率であるため、農業用倉庫兼作業場、育苗設備一式、トラクター1 台、乗用

田植機 2 台、コンバイン 2 台、乾燥調整機 3 基を保有している。組合は小上野地区の有志

8 戸で構成されている。小上野地区の合計圃場面積は約 20ha であるが、組合員の合計圃

場は約 10ha である。組合員は原則として自分の所有圃場は自身で耕作し、機械の利用料

を組合に支払っている。したがって、農業所得は組合ではなく組合員個人に帰属する。 

組合ではブロックローテーションの協議を行いナタネが約 3ha 栽培されている。ナタネ

の裏作は稲のホールクロップサイレージ（以下、WCS と略す）であり、小上野地区全体

で 6ha が栽培されている（差引きの３ha は WCS 単作）。 

表 3－4 U 氏のナタネ栽培収支 

収入（円） 支出（円） 

ナタネ販売金額 131,531 材料費 52,240 

農業者戸別補償交付金 262,644 労務費（U 氏の自家労働費） 79,000 

    経費（刈取委託） 55,300 

合計 394,175 合計 186,540 

収益 207,635（10a 当り 26,282） 

資料：U 氏からの聞き取り調査により筆者作成 
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ナタネ栽培の作業も原則個々の組合員自身が行い、所得も組合員個人に帰属する。ナタ

ネ栽培の中心的組合員であり、ナタネを 7,900 ㎡栽培する U 氏の 2013 年における収支は

表 3－4 の通りである。 

表 3－4 から、U 氏のナタネ栽培の所得は交付金に依存しているものの労務費（U 氏の

自家労働費）は現実には現金支出ではないため、交付金がなくとも収益を得られているこ

とが分かる。U 氏からの聞き取り調査によると、ナタネ栽培は防除の必要が無く、麦と比

較すると作業労働がかなり軽減できるとのことであった。 

これらのことから U 氏を中心とする小上野営農組合は、交付金が無ければ実質赤字の小

麦と比較して作業労働が簡易であるため、営農作物としてナタネを選択し栽培を行ってい

ると考えられる。 

 

第 4 節 結果と考察 

 

1．菜の花プロジェクト実施結果から得られた地域活性化への効果 

 

 郷づくりの会の活動は、「遊休農地の悪景観を地区外の人々に見せたくない、地域の景

観を向上させたい」という生活環境の向上を課題としていた。また、長田地区の住民有志

が、無報酬で遊休農地の調査を行うボランティア的な組織であった。よって、郷づくりの

会は、第 2 章表 2－4 類型別事業形態から、ボランティア的組織が生活課題を解決しよう

とするモデル 1 と同定できる。また、郷づくりの会の事業活動は地域住民の絆作りや地域

に住む誇りといった精神面での効用を高める CB であり、地域活性化への効果という視点

からは、社会・生活的な効果（小川 2013）を目指した生活維持的経済事業（小田切

2009）といえる。 

一方、元々が営農活動を主目的としていない郷づくりの会が、8.5ha の圃場を確保し本

格的にナタネ栽培を開始したことで、JA に汎用コンバイン購入にかかる借入金を返済す

ること、ナタネ栽培圃場の地主に小作料を支払うことが必須となり、刈取りや運搬作業を

行う役員に労務費を支払うこと、会員に対して少額であっても作業賃金を支払い、ナタネ

栽培のインセンティブを高めることも必要な状況となった。 

この状況から、郷づくりの会は CB の事業継続に必要な利益を「長田の菜種油」の販売

で必ず確保しなければならない。つまり、モデル 1 の事業形態が発揮する地域活性化の効

果を保ちつつ、ボランティア型組織が、地域に存在する資源（ナタネ）を、新たな財・サ

ービス（ナタネ油）に活用して広域的に提供する、生産課題解決型のモデル 3 の事業形態

に変容する必要性が生じた。更にいうと、前述した公社とのコンフリクトも、モデル 3 へ

変容する必要性から生じたと考える。 

これらのことを地域活性化の視点から整理すると、郷づくりの会は、モデル 3 の事業形

態でありながら、生活維持的経済事業と生活改善的経済事業（小田切 2009）を併せて行
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い、社会・生活的な効果と経済的な効果（小川 2013）を双方発揮しているといえよう。 

 また、前節で郷づくりの会との比較対象として、顕在的地域資源の保全を主目的とせず

CB の事業主体とは見なせないが、ナタネ栽培に取り組む集落営農組織「小上野営農組

合」の中心的農業者 U 氏の経営実態を把握した。U 氏のナタネ栽培が地域活性化に及ぼす

効果は、公社へ原料供給によって伊賀産ナタネ油の統一ブランド「七の花」の生産量を増

加させる間接的な経済的効果である。しかし、U 氏が小麦栽培と比較して作業労働が軽減

されることを理由にナタネ栽培を行っていることから、伊賀市が菜の花プロジェクトを実

施すること自体が、高齢化した農業者に農地保全や営農活動を頼らざるを得ない状況のな

か、高齢農業者の作業労働の軽減という点で、社会・生活的な地域活性化の効果を発揮し

ているとも考えられる。 

 

２．地域貢献と利益確保のすり合わせがどのようになされたのか 

 

第 1 節で述べたように伊賀市が菜の花プロジェクトを開始した目的は、遊休農地の解消

と特産品づくりであり、それらが政策課題であった。また、市内には多様な目的や活動形

態をもつ主体が存在するため、行政側の政策課題を実現するには施策を押し付けるのでは

なく、施策目的を広報し自発的な参加を促すインセンティブの付与が必要であった。ま

た、主体の中には CB の事業主体もあれば CB 以外の事業主体も存在することを認識し、

CB の事業主体に対しては地域貢献と利益確保の両立、CB 以外の事業主体に対しては利益

確保に配慮する必要があった。そのために最も必要だった施策は第 3 節、表 3－1 で示し

た「多様な出荷形態」を実現できる仕組みづくり（条例）であったと考える。 

郷づくりの会にとっては、交通量の多い長田地区内の遊休農地の存在を地域外の人々に

見られることが、精神的・社会的な苦痛であった。その苦痛を解消し、地域貢献を実現す

るため、第 2 章で示したモデル 1 の事業形態で CB を開始したが、利益確保とすり合わせ

る必要が生じたためモデル 3 の事業形態に変容した。変容を可能にしたのは、「長田の菜

種油」として製品を地域に持ち帰り独自ブランドとして販売することでナタネを原料とし

て出荷するよりも大きな利益獲得が可能となる表 3－1 の条例の制定であった。加えて、

商品に「長田」という地名を冠することで、伊賀市で最初にナタネ栽培にとりくんだ誇り

の維持、長田地区住民の一体感の醸成、子供たちに、地産地消の大切さを学ばせ郷土愛を

育ませたい、という思いがあったからである。 

さらに、地域貢献と利益確保のすり合わせを継続させるには、多様な事業主体間におけ

る互酬関係の構築と調整が必要となる。郷づくりの会と公社の間でコンフリクトが生じた

際、そのまま放置しておけば感情的なもつれが深刻になり、地域貢献と利益確保の双方が

実現できなかった可能性が高いと考える。そのような場合、事業主体の自発性や事業目的

に配慮しながら、行政が当事者意識をもち適切かつ必要最低限の「おせっかい」もしくは

「世話焼き」をする必要があると考える。 
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これらに配慮することで、政策課題と地域課題が地域政策の課題として融合し、地域貢

献と利益確保のすり合わせが可能となり、多様な事業主体と共存する形で CB が展開され

る。 

 

第 5 節 おわりに 

 

本章では、行政と農村住民が遊休農地解消を地域政策の課題として共有し解決するため、

伊賀市が菜の花プロジェクトにおいて実施した行政施策と、その結果得られた地域活性化

の効果を考察し、菜の花プロジェクトに参加する CB の事業主体において本来は異質な地

域貢献と利益確保のすり合わせがどのようになされたのかを明らかにすることを課題とし

た。 

そのため、伊賀市がどのような意図をもって行政施策を実施したのかを示し、新たに設立

された CB の事業主体が行政施策にどのように対応し発展プロセスを経たのかを第 1 章で

示した CB 発展段階モデルと比較するとともに、事業活動の結果得られた地域活性化効果

と地域貢献と利益確保のすり合わせの様相を考察した。 

その結果、事例として取り上げた CB 事業主体「郷づくりの会」の発展段階は、第 1 章で

示した発展段階モデルと同様の段階を辿っており、同モデルの有効性が検証できた。 

また、地域活性化への効果について、郷づくりの会は当初は第 2 章で示したモデル 1 の

事業形態で、地域の生活景観を向上させる社会・生活的効果の発揮を目的としていたが、ナ

タネ栽培面積が 8.5ha の規模となることで、モデル 3 の事業形態に変容する必要が生じた。

その結果、郷づくりの会は、モデル 3 の事業形態でありながら、生活維持的経済事業と生活

改善的経済事業（小田切 2009）を併せて行い、社会・生活的な効果と経済的な効果（小川

2013）を双方発揮していることが明らかとなった。さらに、菜の花プロジェクトを行政施

策として実施すること自体が、CB 事業主体だけでなく個々の営農主体、特に高齢農業者に

とって作業労働の軽減という社会・生活的な地域活性化の効果となっていることも明らか

となった。 

地域貢献と利益確保のすり合わせについて、郷づくりの会では、事業形態をモデル 1 か

らモデル 3 に変容させることで対応していることが明らかとなった。また、事業形態の変

容を可能にしたのは、搾油施設を各事業主体の目的に沿って活用できる、自由度の高い条例

制定と、商品名に「長田」という地名を冠している効用であることが明らかとなった。 

さらに、地域貢献と利益確保のすり合わせを継続させるには、多様な事業主体間における

互酬関係の構築と調整が必要であり、そのためには行政が当事者意識をもって新たに発生

する課題に対応する必要があることも明らかとなった。 

最後に、伊賀市における菜の花プロジェクトの今後の課題に触れておきたい。 

伊賀市菜の花プロジェクトの課題は、公社の経営、ナタネ栽培主体の栽培技術、菜の花

プロジェクト推進協議会の組織運営の 3 点が挙げられる。 



55 

 

公社の経営面での課題は、BDF 製造施設運営の損失額が搾油施設運営の利益額を上回っ

ていることである。これは担当職員である筆者の主観的仮説に基づいて実施した行政施策

が、資源循環型農業という地域貢献的活動には有効であるものの、理想論的活動と現実的

な利益確保とのすり合わせを厳密に考慮していなかったことが原因である。今後は、BDF

製造施設運営のあり方を白紙から再検討する必要がある。 

ナタネ栽培主体の栽培技術の課題は、反収の増加と連作障害に対する対応である。現在

の平均反収は約 100kg であるが、排水対策等の圃場管理や施肥管理を向上させることで

200kg 程度まで増加させ、交付金措置が廃止もしくは減額されても継続的に栽培できる体

制を整えなければならない６。また、ナタネは同じ圃場で連作すると、菌核病が発生し収

量が激減する。現在の登録農薬では菌核病に優れた効果を発揮するものが販売されていな

いため、長田地区のように栽培圃場が固定されているナタネ栽培者は夏季湛水等の防除技

術を向上させるとともにブロックローテーション等を取り入れる必要がある。 

菜の花プロジェクト推進協議会の組織運営の課題は、菜の花プロジェクトに消費者を巻

き込むことである。菜の花プロジェクト推進協議会は直接・間接的に菜の花プロジェクト

に参加する団体や個人で活動しているが、この活動に、地域活性化の意義を理解し、多少

高価であっても高品質なモノを購入したいと考える良質な消費者を巻き込んだ生産者・消

費者一体型の組織として活動し、地域全体で菜の花プロジェクトを盛り上げる必要があ

る。 

このような課題を乗り越えることが出来れば、地域ぐるみで取り組む特産品として伊賀

産ナタネ油が一層認知され、地域活性化に資するであろう。 

 

注 

1、2006 年 3 月 31 日に閣議決定された政策。バイオマスを利活用することで、地球温暖

化の防止、循環型社会の形成、戦略的産業の育成、農林漁業・農山漁村の活性化を目指そ

うとする。 

2、搾油用ナタネの種子は人体に悪影響を及ぼすといわれるエルシン酸を含まない品種

（キザキノナタネ）を配布した。また、交雑を防ぐため毎年の種子更新が必要である。景

観用ナタネは種子更新が不要なため市内で自家採種したものを配布した。 

3、公社は 1995 年、旧大山田村の第 3 セクターとして設立され、2004 年に市町村合併後

の伊賀市に引き継がれた。 設立時の目的は、旧村内で耕作条件が悪く荒廃の可能性のあ

る水田の耕作引き受けと、地元の農産物を活用した特産品の開発・販売であった。公社の

事業は社会的意義が認められるものの、条件不利な圃場の引き受けによる作業効率の低さ

や、農産加工品の販売力不足により、毎年伊賀市から 700 万円の助成を受けていた。 

4、伊賀市の農作業賃金基準で水稲刈り取りは 10a 当たり 19,000 円である。 

5、ナタネ取引には市場が存在せず、相対で取引されるため、ここでいう流通価格は全国

で生産シェアの 60％をもつ T 地区と実需大手 2 社との取引価格を参考にしている。（野中
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2013） 

6、伊賀市の最高反収は 200kg を超えているため、技術的に不可能な目標数値ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

第４章 限界集落における CB の創出と地域活性化の実現 

―三重県伊賀市上高尾地区の取り組みを事例として― 

 

第１節 本章の課題 

 

限界集落は「過疎地域等における集落の状況に関するアンケート調査」（国土交通省,2007）

によると全国で 10,091 集落に及び、社会問題化している。こうした集落が最終的に限界を

超え、消滅することを防ぐには、人が住み続けること、そしてその環境を整えていくことが

必要である。そのため、政府などにより、人口を維持させるための定住化促進対策、生産機

能を維持させるための特産品づくり、高付加価値化、6 次産業化、生産基盤整備、組織や人

材を育成するための集落支援員制度・地域おこし協力隊の活用等と、多岐にわたる施策が実

施されている。このほか、とりくみの先進地では人が住み続けられるよう様々なアプローチ

が試みられている。 

西山（2015）は、過疎化・高齢化が進行した高知県四万十町十和田村周辺の主な地域起業

の成功事例を調査し、企業が誕生してからの発展過程を、地域の価値の発見、発信、共有、

協働の４段階に整理している。また、当該地域の地域的特徴として①条件不利な農業（経営

面積が非常に零細）、②地域内協働性の強さ（共同作業や祭事の多さ）、③地域外との交流の

多さ（移住者が多い）、④四万十川との強いつながり（環境保全意識の強さ）の４点を指摘

している。小田切は西山（2015）の監修者として、旧十和田村は特に元気な地域であるが多

くの農村ではこうした現実は多くなく、それが当該地域の条件と関連してこの地域に固有

のものであるのか否かの解明は今後の課題だと述べている。 

これら４つの地域的特徴のうち、全国の限界集落と呼ばれる農村では①は共通している

が、②、③、④、特に③地域外との交流の多さは当該地域に固有のものと思われる。 

また、過疎化・高齢化が進行した農村では、生活費を公的年金に頼る住民が大部分であり、

そのような農村では、経営資源の確保が困難で、地域活性化に社会・生活的効果、経済的効

果を及ぼす CB が創出されにくいであろうと思われる。そこで、本章ではほとんど地域外と

の交流がないうえに、地域内住民同士の交流も減少している限界集落を対象にして、伊賀市

が実施した地域活性化のモデル事業と、その結果創出された CB の地域活性化効果を考察

し、限界集落の住民がどのように本来異質な地域貢献と利益確保のすり合わせをしたのか

を明らかにすることを課題とする。併せて、第１章で残された課題となっている、高齢者が

事業主体である CB の人的継承問題についても検討する。 

＊本章は伊藤・小林・上西・加藤（2014）を加筆・修正して構成したものである。 

 

第２節 分析対象と方法 

 

1．分析対象 
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図 4－1 上高尾地区の位置図 

資料：本田・伊藤・小田（2011）より引用 

分析対象は、三重県伊賀市上高尾地区である。上高尾地区は市街中心部より、30 分程度

谷沿いに車で走った木津川支川の最上流、同市最高峰の尼ヶ岳の麓に位置する（図 4－1.）。 

伊賀市の南端部にあり、人の出入りや他の地域との交流の機会は大変少ない。4 集落からな

る同地区の人口は 2013 年現在 165 人、うち 89 人が 65 歳以上で高齢化率 53.9％（表 4－

1.）で、いわゆる共同体の機能維持が限界に達しているとされる「限界集落」である。 

しかし、2010 年 1 月に「ふるさとづくり上高尾の会」（以下「上高尾の会」と略す）を設

立し、組織的に都市農村交流を開始・継続し、2013 年 9 月には、地域で栽培していたコン

ニャクを原料に、古来の製造方法である凝固剤に藁灰を使った藁灰コンニャク加工場を設

置し、地域の特産物として販売を開始した。 

 

２．分析方法 

 

本章の分析方法は 3 段階からなる。まず、①伊賀市の限界集落活性化モデル事業（以下

「モデル事業」と略す）担当職員であった筆者が、モデル事業を成功に導き農村地域活性

化を実現するためにどうすればよいのかと考えた施策を主観的仮説と見立て、主観的仮説

に基づいて実施した行政施策（客観的事実）を提示する。 

次いで②行政施策を実施した結果、上高尾地区の住民がどのように対応したのかを行動

プロセスとして把握するとともに、第 1 章で示した CB 発展段階モデルと比較する。加え

て、高齢者が事業主体である CB の人的継承問題についても検討する。 

そして、③モデル事業を実施することで得られた地域活性化の効果及び地域貢献と利益

確保のすり合わせがどのようになされたのかを第 2 章の考察結果を用いて明らかにする。 

 

第３節 事例と分析 

単位：人

人口 65歳以上 割合

上高尾 H17 213 91 42.7%

H21 196 90 45.9%

H25 165 89 53.9%

H25/H17 77.5% 97.8%

伊賀市 H17 103,005 25,622 24.9%

H21 100,800 26,717 26.5%

H25 96,187 28,202 29.3%

H25/H17 93.4% 110.1%

出典：伊賀市HP　http://www.city.iga.lg.jp/ctg/00551/00551.html

項目

表 4－１ 上高尾地区及び伊賀市の人口概要  
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1．伊賀市における行政施策 

 

 伊賀市は 2,004 年 11 月に 1 市 5 町村が合併し新市となったが、旧町村部では行政サービ

スが低下したとの不満の声が多かった。特に伊賀市南部に位置する旧青山町の南部は「行き

止まり」の集落が多く過疎化・高齢化が最も深刻な地域であった。 

筆者は伊賀市農林振興課で農村活性化の担当であったため、上司（旧青山町出身）から「青

山南部の現状を自分の目で見てきてくれ」と指示された。そこで、休日を利用し 1 日かけて

青山南部を視察した。 

その時点で筆者が把握した事項は、①限界集落が多いこと、②高齢者の住民が多いが、農

道や水路、農地は除草作業が丁寧にされており、商業看板が皆無のため農村風景が美しいこ

と、③近畿日本鉄道大阪線の主要駅に自家用車であれば 20 分程度でアクセスできるため、

大阪市周辺であれば通勤圏内であること、であった。 

視察を終えた主観的感想は、「やり方次第で、限界集落に関する諸問題が解決できるので

はないか」であった。 

そこで筆者は、青山南部の集落をモデル地区として「移住・交流事業を通じた限界集落の

地域活性化モデル事業」を実施しようと計画立案を始めた。ただし、特定の集落を対象にし

たモデル事業は、公平・平等の観点から事業費を伊賀市の一般財源で確保することが困難で

あるため、2008 年に農林水産省「農山漁村（ふるさと）地域力発掘支援モデル事業１」に応

募して採択され、事業費を確保した。 

モデル事業を実施するにあたっては伊賀市と（一社）伊賀上野観光協会を中心とした「伊

賀市ふるさとづくり協議会（以下「ふるさと協議会」と略す）」を設立し、京都大学 O 教授

にアドバイザー就任を依頼するとともに、O 教授から紹介された農村計画を主たる業務と

する（株）農楽（以下「農楽」と略す）の I 氏２にコンサルティング業務を委託した。 

ふるさと協議会設立時点で、筆者が主観的仮説として設定した課題は次の 4 点である。 

①、モデル集落の選定にあたっては、少数でも意欲的に活動の中核を担える住民が存在す

ること。 

②、モデル集落の限界集落化の原因や過程及び現状を住民から直接聞きとって把握し、住

民が第 1 に求める事項を把握すること。 

③、いきなり移住者を募ることは敷居が高いので、まず交流事業を開始し継続させること

で、交流事業参加者から自発的な移住者を生み出すこと。 

④、交流事業を継続するには資金が必要なため、いつかの時点で筆者が CB の創出を具体

的に提案すること。また、CB の展開によって高齢者の所得を少しでも増加させること。 

上記 4 点の筆者による主観的仮説を基に実施した行政施策は以下の通りである。 

①、に対応するため、筆者と O 教授、I 氏は、2009 年 6 月、青山地区南部を調査した。 

 清流が流れ過疎地でありながら水田や農道の除草作業が行き届いた美しい集落で、O 教
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授は「ここで炭焼き小屋があればいいですね」と発言した。その集落が上高尾地区であった。  

筆者が周囲を見回すと近くに偶然炭焼きの煙が見えた。炭焼き小屋まで行くと、大手企業

を早期退職し炭焼きを生業とする T 氏（現上高尾の会事務局長）がいた。T 氏に調査の目

的を話すと「ぜひ、この村をモデルにしてほしい。ついては村の同意が必要なので区長と会

ってほしい」と話された。 

 後日、筆者が区長である OK 氏に面会し、事業目的を説明したところ OK 氏は「この事

業に賭けてみる」と即日応諾した。その際、OK 氏は後述する「高尾地区活性計画」につい

ても触れ、自身が同計画の策定部会長であったこと、策定された計画が実行されておらず残

念であることを話された。K 氏が理由を尋ねると、「計画は作ったものの、年寄りばかりで

具体的にどのように行動すればいいのか分からない。教えてほしい」「教えてくれれば行動

する」と返答された。 

上高尾地区は下高尾地区とで小学校区を形成し（小学校は 2002 年から休校）、伊賀市の

行政区分上は両地区を合わせて高尾地区と位置付けられている。高尾地区では過疎化・高齢

化に対応するため、2002 年 7 月に高尾活性化委員会を設立し 13 回の会合を重ね、高尾活

性化計画を策定した。同計画策定では、「元気な高尾づくり」のため、以下を検討事項とし

た。 

1）高齢化する高尾への対策、2）水道水源となる前深瀬川を守る対策（環境景観を含む）、

3）集い・話す、場所と機会の増大策、4）地域自治システムの強化策（住民自治意識の高揚、

ボランティア組織の立ち上げ）、5）誇りある高尾への内外への周知策（来訪者対策、情報発

信）である（1～5 は同計画原文通り）。さらに、それらを実現するための具体策も 9 項目提

案した。具体策の中には交流活動と特産品づくりも含まれていた。しかしそれらの具体策が

実行に移されることはなかった。実行されなかった理由は上述したように具体的にどのよ

うに行動すればいいのか分からなかったからである。 

しかし、上記の調査結果から、T 氏や OK 氏など少数でも意欲的に活動の中核を担える住

民が存在することが確認できたため、ふるさと協議会は上高尾地区をモデル集落に選定し

た。 

②、に対応するため、筆者らは区長 OK 氏や組長に集まってもらい、聞き取り調査を実施

した。その際は住民感情に配慮し「限界集落」という言葉は使わず、1）上高尾地区に元気

が無くなったと感じる原因は何か、2）元気が無くなったと感じ始めたのはいつ頃からかと

の表現で聞き取った。 

その結果、1）上高尾地区に元気が無くなったと感じる原因は、「地区で話し合う機会や共

同作業する機会が減少し、住民が顔を合わせる機会すら減少した」との回答に集約された。 

また、2）元気が無くなったと感じ始めたのはいつ頃からかとの聞き取り結果は 1994 年

頃からとの回答に集約された。 

なぜ 1994 年頃が境になったのかとの聞き取り結果は、ウルグアイラウンドの影響で地区

の主要産業であった木材価格や米価が下がり、地区内での就業機会がほぼ無くなったため



61 

 

山の共同管理等を協議する場が無くなったからとの回答に集約された。 

そこで、1994 年頃以前とそれ以後に分けて地区内で話し合う会合名、内容、年間回数、

女性の参画機会を聞き取った。結果は表 4－2 の通りである。同表から会合の総回数が減少

したこと、農家組合、組集会、集落集会など山の管理や稲作に関する共同作業について協議

をして意思決定する会合が伝達・周知の場に変化していることが分かる。 

また、山林や水田圃場で共同作業を行うこと自体が無くなるため住民同士が顔を合わせ

る機会も減少していることが明らかとなった。更に、農作業を休み食事やおしゃべりを楽し

む婦人会が無くなったため、女性同士で定期的に情報交換する機会が無くなったことも分

かる。 

このことから上高尾地区の住民にとって、コミュニケーションの量と質の低下が「元気が

有る、無い」と感じる基準となっていたことも分かった。よって、上高尾地区の住民はまず

第 1 に地域住民間のコミュニケーションの質と量の向上を求めていることを把握した。 

表 4－2 上高尾地区各種会合の変化 

 1994 頃まで（協議が多い） 1994 頃以降（周知・伝達が多い） 

会合名 内容 年間

回数 

女 性 参

画機会 

内容 年間 

回数 

女性参

画機会 

集落集会 組集会の協議内容を持

ち寄り集落の意思決定

をする 

12 
 

組集会で周知された内容

を確認し、集落の形式的な

意思決定をする 

12   

組集会 各種山の管理、行政・Ｊ

Ａからの情報を協議す

る 

12   行政・ＪＡからの伝達内容

を周知 

12   

農家組合 稲作に関する共同作業

について協議して意思

決定する 

12   行政・ＪＡからの伝達内容

を周知 

6   

婦人会 組単位で女性が集まる

懇親会 

12 あり       

保護者会 学校行事などの内容を

協議して意思決定する 

6 あり       

寺集会 檀家活動を協議して意

思決定する 

6   檀家活動を協議して意思

決定する 

6   

神社集会 氏子活動を協議して意

思決定する 

6   氏子活動を協議して意思

決定する 

6   

公 民 館 集

会 

運動会・夏祭りなどイベ

ントについて協議して

意思決定する 

12   運動会・夏祭りなどイベン

トについて協議して意思

決定する 

6   

各種講 組単位で飲食する懇親

会 

5   組単位で飲食する懇親会 5   

老人会 奉仕作業や懇親会につ

いて協議して意思決定

する 

12 あり 奉仕作業や懇親会につい

て協議して意思決定する 

12 あり 

合計   95     65   

資料：聞き取り調査結果を数値化するため 2015 年 9 月に実施した再調査より筆者作成 
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そこで筆者は、I 氏にまず上高尾住民間においてコミュニケーションの質と量が向上する

活動ができるアドバイスをするよう依頼した。 

 ③、に対応するため、筆者は直接上高尾の住民有志に交流事業の実施を提案したかったが、

押し付けになってはいけないので、まずは、I 氏と京都大学大学院生 H 氏を中心に上高尾地

区活性化について、住民との意見交換、全住民に対するアンケート調査、集落点検、10 年

後の将来像を描くワークショップを実施し、住民が何を望んでいるのかを調査した。 

その結果、住民が上高尾地区の具体的な将来像を描くことに積極的ではないことが明ら

かとなった。 

主たる理由は、1）住民が集まって話し合う機会が減少したことで今更感があること、2）

高齢者が多いので集落の将来という曖昧なことに集落全体で行動する必要性を感じていな

いこと、であった。 

そこで筆者と I 氏らは、上高尾地区の活性化活動を行いたい意欲を持つ T 氏や区長の OK

氏らと話し合い、集落全体ではなく活動に意欲的な地元有志を中心に、都市住民との交流活

動をしてはどうかと提案した。 

理由は先に述べたアンケート調査から、住民が今後参加したい活動として、「住民の集ま

る機会を作る・地域外との交流」が高いウェートを占めており、まずは意欲のある住民だけ

を対象とするほうが、交流活動の実施・継続の可能性が高いと判断したからである。 

 ④、に対応するため、筆者は小規模ながら各農家で栽培しているコンニャク芋を原料にし

て、凝固財に藁灰を使用する日本古来の製法の藁灰コンニャクを候補と考えた。ただし、交

流事業が始まって活動資金が必要になるまでは住民に提案しなかった。 

交流事業と CB を同時に開始することは上高尾住民にとって負担が大きいと判断したか

らである。加えて、所得増加を提案すると、活動の主目的が利益確保になる可能性が高いと

考えたからである。 

藁灰コンニャクを候補した理由は、永田（2006）の序（p1）に「こんにゃくは、本来淡

いピンク色をしたもので、美しくかつ美味なる食べものです。芭蕉の句に『こんにゃくの刺

身もすこし梅の花』（一六九三年春、四十九歳の時の作）というのがあります。芭蕉は郷里

伊賀上野の名物「刺身こんにゃく」を好んで賞味していましたが、当時のこんにゃくは、梅

の花びらのような淡いピンク色であったことが、この句からもうかがえます。芭蕉も好んで

たべたこの淡いピンク色のじつにうまいこんにゃくは、コンニャクイモとわら灰があれば

簡単にできます。」と記されており、松尾芭蕉の生誕地である伊賀市の特産品として藁灰コ

ンニャクを発売すれば必ず売れるという確信があったからである。 

そこで、筆者は著者の永田氏と野生ブドウ研究を通じて懇意であったので、上高尾で藁灰

コンニャクづくりを CB として始める場合、製造方法の指導してくれるよう予め了解を得

た。 
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2．行政施策実施による、上高尾地区住民の対応と行動プロセスⅠ 

―都市農村交流事業の実施と事業主体の組織化― 

 

1）行政施策①への対応 

ふるさと協議会が、上高尾地区をモデル集落に選定したことにより、区長である OK 氏

は、地域活性化に意欲的であろうと思われる住民に個別に声をかけ、研修会を開催すること

となった。 

研修会では、筆者が行政のモデル事業として上高尾を選定したこと、区長の OK 氏の了

解を得ていること、手始めに都市農村交流事業をしてはどうかと考えていることを説明し、

I 氏が、地域活性化には住民自らが考えて行動する主体性が大切であることを説明した。そ

の後、自由討論の時間を設けたが住民からほとんど発言が無かった。 

 研修会は夜だったの、終了後酒宴となった。酒宴になると地区住民が活発に発言したが、

現状への不満、将来に対する不安がほとんどで、中には、I 氏に対し、「主体性が大切だとい

うが、それが出来ないから困っている。コンサルだったらこの現状を何とかしろ、伊賀市か

ら金を受け取っている仕事だろう」と詰め寄る者まで現れた。あまりに場が乱れたので、筆

者は「不平や不満、他人任せの発言ばかりならモデル事業を中止する。」と発言した。 

 その場が収まったのは、区長の OK 氏が、「住民が集まって酒を酌み交わすことなど久し

くなかった。今日は楽しかった。今後もこのような話し合う機会を継続して設けよう」と発

言したからである。また、OK 氏の発言に対し、住民有志は話し合いを継続しようと同意し

たからである。 

 筆者は、住民の発言が不平や不満ばかりだったので、モデル事業の実行を危ぶんだが、OK

氏の「楽しかった、続けよう」との発言に皆が同意したことで、上高尾地区では住民同士が

不平や不満を言い合う機会さえ無くなっており、そもそも話し合いをどのように進めるの

かについて分からない状態であることが理解できた。 

2）行政施策②への対応 

I 氏にまず上高尾住民間においてコミュニケーションの質と量が向上するような活動が

できるアドバイスをするよう依頼したことで、I 氏は頻繁に上高尾地区を訪れ、主として T

氏と協議を行った。理由は T 氏が最も地域活性化に熱意をもち、地区内で唯一パーソナル

コンピューターの操作が可能であるため事務局機能を担える人物だったからである。 

 I 氏は上高尾地区が淀川水系の水源地である地理的条件に着目し、流域を共有しているこ

とから生まれる一体感を狙って下流域の大阪周辺の住民と交流事業をしてはどうかと提案

した。 

また、交流事業の相手方として、O 教授が大阪市で活動する芸術家グループを紹介した。

アーティスト（特にモダンアート）は発表の場を求めており、上高尾の美しい農村風景はそ

の場にふさわしいと考えたからである。 

 その提案に T 氏は共感し、OK 氏を中心とする住民有志の了解を得て、事業計画を立案し
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た。事業計画を実行するには、誰が何を何時どのように準備するのか、というような詳細な

役割分担を決める必要があったが、この役割分担を決める過程で住民間においてコミュニ

ケーションの質と量が向上した。 

3）行政施策③への対応 

2009 年 11 月に開催した初めての交流会は地元郷土料理ふるまう食事会が中心だったが、

上高尾地区の参加者に大きなインパクトを与えた。普段は外部との交流機会がほとんど無

い地域住民に、大阪の芸術家たちが「自分たちにとって上高尾がいかに新鮮で魅力的な場所

と感じるか」を説いたからである。 

この交流会を機に、過疎の進行に抗えないと諦めていた住民有志に「交流活動を継続しよ

う」という気概が生まれ、活動を継続するための組織を作る機運が高まった。 

 このような経緯を経て、2010 年 1 月、地区住民有志 13 名（うち女性 5 名）、外部会員 2

名（農楽 I 氏と京都大学 H 氏）による、ふるさとづくり上高尾の会（以下「上高尾の会」

と略す）が発足した。会長には新たに区長となった M 氏、事務局長には T 氏が就任した。 

発足と同時に「設立のお知らせ」を全戸に配布し、参加希望者を募集した。会費は年間

1,000 円とした。上高尾の会は必ず毎月 1 回の定例会議を開催することを申し合わせ、欠か

さず継続されている。 

また定例会では、会議終了後に懇親会も欠かさず開催しており、住民が集いお酒を飲みか

わし楽しい時間を過ごすことが定例会議を続ける要因となっている。 

交流活動の計画作りから上高尾の会設立までの経緯を見ると、限界集落の高齢者に積極

的な行動を促すには、「集落の将来」といった漠然とした課題よりも、交流活動の準備とい

った具体的な課題を示す方が効果的であることがわかる。 

 また、上高尾の会の会則第１条には目的として「住民相互の連帯を強め、住民の創意工夫

と責任の下、本来の里山環境の維持・保全や都市住民との交流を通じ住みよい地域づくりに

努めることを目的とする。」と記されているが、交流会の開催を通じて、都市住民との交流

が上高尾の住みよい地域づくりにつながると住民に認識されたことが分かる。 

4）交流会の継続要因 

2009 年 11 月に開催した最初の交流会で、米づくりなどの農作業を体験してみたいとい

う声が交流参加者からあがった。これを受けて翌 2010 年には、春先のジャガイモの植え付

け、田植え、ジャガイモ掘り・源流散策、秋の水稲収穫、収穫祭の計 5 回の交流会を実施し

た。以後、少しずつ内容に変化はあるものの、交流会は毎年の恒例となっている。 

ただし、この交流会で当初問題となったのは、食事準備などの負担からくる「もてなし疲

れ」であった。一般的にこうした交流では、迎える側が全ての段取りをして、外部からの交

流参加者は参加するのみになりがちである。 

I 氏らは「無理をすると続かないので準備は極力簡素に、参加者と一緒に作業するように」

とアドバイスしていたが、上高尾の会のメンバーは、「遠くから来てくれるのにもてなさな

いわけにはいかない」という意識が抜けきらず、精一杯のもてなし対応をすることで疲弊し
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ていった。 

解決策としてこの交流会の参加者が取ったとりくみには特徴的な点があった。上高尾の

会の会員と交流会参加者との間で意見交換をする機会を頻繁に設けたことである。 

時には上高尾の会の会員が大阪に出向いて行われた意見交換で、会員は早い段階からの

「もてなし疲れ」を吐露していた。それを聞いた交流参加者は当初戸惑いを感じたが、両者

で意思疎通を図り細かな問題までを共有したことで、交流参加者が交流行事の手伝いだけ

でなく、食事の準備や最寄り駅からの交通の手配（当初は上高尾の会が送迎していた）も自

分たちで行うようになった。また、交流会実施に係る経費は平等に負担することとした。 

このように双方の信頼度が増すにつれ、交流会参加者にとってやりたいことを実現でき

る「場」としての付加価値が上高尾に発現してきた。 

その一例が共同製作によるピザ窯づくりである。交流参加者の一人である建築家がピザ

窯の設計をし、上高尾の会の会員が製作したもので、今ではこれを使って地元食材を使用し

たピザを焼いて、交流会の盛り上げに一役買っている。 

こうして以前の「ホスト」と「ゲスト」という関係から、共同で交流会を運営するパート

ナーという関係になっていった。こうした共同関係を構築することが交流会継続の要因で

あると考える。 

5）空き家を活用した拠点づくり 

上述した交流活動を継続するにあたり、問題となったのは宿泊施設である。初年度は上高

尾地区にある「高尾生活改善センター」を活用していたが、浴室がないこと、大広間での雑

魚寝であることなど、宿泊施設としての環境は良くなかった。そのため I 氏と事務局長の T

氏が中心になって、空き家を借り上げて拠点にすることを検討した。 

しかし当初は会員の反応は芳しくなかった。交流参加者が宿泊するとはいえ、会員が使わ

ない空き家を借りるために上高尾の会で費用を負担することに対して慎重な意見が出たの

である。 

そこで I 氏は農楽が一定期間この家を借り受けて必要な修繕を行い、上高尾の会が維持管

理を担うことにして、2011 年に「上高尾の家」という名称で宿泊施設の開設にこぎつけた。 

その後、ボイラー設置や水道改修（会員が施工）等の初期費用を償還して、2013 年には

「上高尾の家」の運営は利益を計上した。 

交流を続けるにあたって過度の負担なく運営できることが確認できたため、2014 年には

上高尾の会が運営を全面的に引き受けることになった。 

一方で、ハードとしての家屋は準備できても、まだ万全の宿泊環境とはいえない。たとえ

ば寝具類について、寝袋持参かレンタルで宿泊者が自前で対応しているが、家族連れでの宿

泊も多く、快適性や参加者の負担面での問題がある。上高尾の会が寝具を購入することも可

能だが、最大 20 人前後になる参加者の寝具の管理は、会員に大きな負担となるため、今後

何らかの改善策が必要となるだろう。 

このように、課題が有るものの、昔ながらの薪で焚くお風呂を備えた「上高尾の家」での
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宿泊は、交流参加者に好評である。 

この上高尾の家の事例が示すように、元々潤沢な資金を持たない限界集落の組織が新た

なとりくみを始める際、会員に新たな経済的負担をさせることは難しい。そのため、経済的

負担を伴う活動を円滑に展開する上では、農楽のように一時的に金銭負担を引き受け「バッ

ファー」の機能を果たす中間支援的な組織が重要な役目を果たすと考える。 

6）「上高尾サポートの会」の立ち上がりと日常化への動き 

「上高尾の会」の活動は設立以来ほぼ同じメンバーで担われてきたが、大阪からの交流参

加者は年々少しずつ入れ替わっている。もちろん中心的な「コアメンバー」がいてその存在

がグループの活動継続に大きく寄与しているのだが、当初のメンバー構成からは変化して

いる。 

2009 年に交流が始まった当初は、「上高尾アートの会」という緩やかな組織体であった

が、2013 年には交流活動参加のリピート率の高いコアメンバーを中心に「上高尾サポート

の会」（以下「サポートの会」と略す）として再編成された。 

サポートの会は、上高尾でやりたいことがあるため今後も継続して交流を続けたい、非日

常的なイベント参加から、より日常的な交流活動にとりくみたいと望んでいる。 

たとえば、交流参加者が小さな畑で自ら農作物を栽培する動きが生まれ、イベント以外に

も頻繁に上高尾を訪れる機会が増えている。栽培初年度は管理不十分な面もあったが、2 年

目は比較的管理の容易な作物を選定するなど工夫しながら、現地での栽培を続けている。 

 

3．行政施策実施による、上高尾地区住民の対応と行動プロセスⅡ 

―CB の創出（行政施策④への対応）― 

 

1）交流活動を契機に始まった農産物販売 

上高尾地区の営農はほぼ水田単作で、米作の中心的な担い手は 1 戸のみである。元々担

い手が少ない上高尾地区で農業を継続し、農地を保全するには、1 戸の担い手に依存するよ

うな状況は望ましくない。 

また、交流事業継続には上高尾の会の自主財源を確保する必要があった。 

そのため、I 氏と筆者は事務局長の T 氏とともに上高尾産米の有利販売にとりくむことに

した。全国的にも評価の高い伊賀米生産地の中でも、上高尾の米は、市内で最も標高が高く

水源地のきれいな水で栽培され、上高尾産のお米を食べた交流会参加者の評価も非常に高

かったからである。 

上高尾産米の価値を消費者に伝えるために講じた手立ては以下の 3 点である。 

1 点目は米価格の再設定である。今後の担い手や新規就農者のためにも、持続的な経営が

できる価格設定が必要であり、I 氏は JA 出荷価格の約 2 倍となる価格（23,000 円/60Kg）

を提案したが、会員から高すぎて売れないとの懸念する意見が出て賛同を得られなかった。 

そのため、I 氏は他産地のブランド米の市場価格について調査を行い設定価格の妥当性を
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会員に説明し、まずやってみようとの合意を得た。 

2 点目は米のブランド化である。上高尾の会で栽培している米に「上高尾源流米」と名付

け、水源地のきれいな水で栽培していることアピールするため、それを裏付ける水質調査を

三重大学伊賀研究拠点に依頼して実施した。また、減農薬栽培を行い、オリジナルデザイン

の米袋で販売することとした。 

3 点目は販路開拓である。上高尾の会の会員は、サポートの会の会員から紹介された大阪

市東住吉区の南田辺本通商店街で 2011 年に始めて出張販売を行った。消費者の反応は良好

で、米の出張販売は出店機会を積極的に見つけて継続している。また、サポートの会の会員

や会員の知人も米の購入者となっている。 

この販売活動を通じて、実際に自分たちの米が売れることを会員が実感し、懸念していた

価格設定についても理解が得られた。米の販売が順調に続いたことで、上高尾の会活動継続

の重要な財源となっている（表 4－3）。 

また対面販売の経験で、売るための接客能力や、都市住民に気後れしないメンタリティを

獲得した。さらに米以外の農産物や会員の手作りの物品を販売する契機にもなり、後述する

特産品づくりにも活かされることになった。 

上高尾源流米は、2010 年に田植え、収穫体験を実施した水田を上高尾の会の活動圃場と

して確保し、主要な栽培作業は上高尾の会の男性会員が担っている。 

また、上高尾の会の圃場で栽培する米が売り切れた場合、同様に減農薬栽培を行う上高尾の

会の会員個人が栽培した米を販売し、販売代金は会員個人の収入としている。 

2）女性の積極的参画による上高尾の会の活性化 

大阪での米の出張販売は、上高尾の会の活動にとって重要な転換期になった。それは女性

が活動に積極的に参加するきっかけとなったことである。 

 

                                                       

収入（円） 支出（円） 

農産物販売収入 191,325 農産物販売に関する経費 120,739 

都市農村交流に関する収入 161,105 都市農村交流に関する経費 390,049 

上高尾の会・会費 16,000 上高尾の会親睦に関する経費 66,743 

住民自治協議会補助金 175,000 資材費 21,471 

前年度繰越金 211,053 事務費 20,519 

他会計繰入・雑入 2,259     

        

収入計 756,742 支出計 619,521 

翌年度繰越金 137,223 

資料：上高尾の会決算書類より筆者作成 

表 4－3 上高尾の会決算（2015 年）                  
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交流事業開始時の女性会員の主要な役割は、イベントの炊事が中心で、それ以上は表に出

て何かの役割を担うことがなかった。しかし、手作りの物品を出張販売に出品したことがき

っかけで、自分で作ったものが売れるという達成感を得たこと、対面での接客や会話そのも

のを楽しむ女性ならではの感性に直接響いたことで、女性が会議に頻繁に参加するように

なった。 

夫婦共に会員である場合は妻が夫を会議に誘うケースも出てきた。さまざまな活動案に

対し、女性が「やってみよう」と意思表示をすることも多くなり、上高尾の会の運営が円滑

になった。女性の積極的参加が上高尾の会の活動を活性化する新たな原動力なったのであ

る。 

3）特産品づくりの開始 

上高尾の会では、出張販売で一定の成功を収めていた米以外にも特産物を作り新たな活

動財源を作ろうと絶えず議論していた。そこで、女性メンバーが手作りして交流会参加者に

好評だったコンニャクが候補となった。 

鳥獣被害の多い上高尾で比較的被害の少ないコンニャク芋は、小面積ではあるが各家庭

で栽培され続けており、地域に根ざした農作物であったことも候補となった理由である。 

その際、筆者は「確かに手作りコンニャクは美味しいが、凝固剤に水酸化カルシウムを使

用しており薬品臭がある。その製法では誰でも簡単に作れるので特産品として訴求力が弱

い」「藁灰を凝固剤にした古来の製法で作れば上高尾にしかない特産品になる」「藁灰コンニ

ャクは淡いピンク色で他のコンニャクと一目で違いが分かる上に味も全く違う」「藁灰コン

ニャクを作れる人は日本にほとんどいないが知人を講師として紹介する」「作るのに手間が

かかるが必ず売れる」とアドバイスした。 

上高尾の会の会員は当初「自分たちのコンニャクが一番美味しい」と主張したが、筆者が

そこまで言うのなら作り方を教えてもらおうということになり、三重県伊賀地域農業改良

普及センターの支援を得て食文化研究家の永田氏を講師に招き 2 日がかりの講習会を開催

した。講習会で永田氏が教えた藁灰コンニャクは、会員が今まで見たことの無い美しい外見

で、食味もそれまで自慢だった手作りコンニャクよりも格段に良いと評価された。 

この講習会がきっかけとなり、藁灰コンニャクを上高尾の特産品にしようとする機運が

高まった。 

ところが、ここで問題が生じた。食品衛生法の製造許可を得るために必要な加工施設の設

置をどうするかである。当初は活動拠点としている「高尾生活改善センター」に隣接する元

中学校分校の木造施設を使用する計画を立てたが、許可条件をクリアするための改修費用

が多額になることが判明して頓挫した。 

その後、三重県伊賀地域農業改良普及センターのアドバイスを得て、コンテナによる加工

施設を設置することになったが、再び資金調達方法が会員間で議論になった。これは前述し

た空き家を活用した「上高尾の家」と同様の問題である。 

会員は、講習会を通じて藁灰コンニャクは売れるという実感は得ていたものの、一気に費
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用を支出することに対する不安感をぬぐえなかった。結局、「上高尾の家」と同様に農楽が

一旦費用を立て替え、1 年間での返済を目途に会員が月々返済金を積み立てることとした。 

費用は約 80 万円だったが男性会員 10 名が毎月 8,000 円を積み立て 10 カ月で返済した。 

また、藁灰コンニャクの販売利益が 80 万円確保できた時点で、男性会員 10 名に返済す

ることとした。 

藁灰コンニャクは「藁こんちゃん」と名付け、作れば売り切れる人気商品となった。藁こ

んちゃんは、主に伊賀市市街地中心部で毎月開催される「伊賀風土 Food Market」で販売

している。また、後述する週末レストラン「ハナレ」の人気メニューとなっている。 

2014 年は、10 回販売し、約 560,000 円の売り上げであった。小売価格は 2 個入り（おお

よそ 300g）で 500 円である。コンテナ内でのコンニャク製造作業は主として女性会員が担

っている。 

 藁灰コンニャクの会計は、収支を明確にするため、上高尾の会の会計とは別にしている。 

2015 年度の決算は表 4－4 のとおりである。原料のコンニャク芋は、1kg 当り 500 円で、

上高尾地区の農家から調達している。不足する場合のみ近隣地区の農家から調達している。 

1Kg の原料から 2 個入り袋が約 15 袋製造できる。1 袋約 500 円（15 袋で 7,500 円）で

販売するので原価率は約 7％である。 

作業は 1 工程に 2 日間を要し、年間の製造回数は約 10 回である。作業には 9 名の女性会

員ほぼ全員、約 4 名の男性会員の 13 名前後が参加する。 

1 日あたりの作業時間は、約 4 時間であり、延べ作業人数が年間約 260 人であるので、年間

の延べ作業時間は約 1,040 時間となる。年間収益が 386,231 であるので、1 時間あたりの収

益は約 379 円である。 

販売で得られた利益は今後の活動に必要な金額を除いて、2016 年から作業時間に関係な

く均等に会員に作業賃金として支払われている。  

この状況に対し、事務局長の T 氏は、1 回の作業は 5 名程度で十分可能だと認識してお

り、4 グループ程度に班分けして、年間の製造回数を増やすことで、大幅な経営改善が出来 

表 4－4 藁灰コンニャク収支決算（2015 年） 

収入（円） 支出（円） 

繰越金 487,067  

経費 

原料費 35,400 

売上収入 

（1,062 袋） 

529,500 光熱水費 36,000 

資材費 71,869 

    製造設備出資金返済 800,000 

        

合計 1,016,567 合計 943,269 

収益（売上収入－経費） 386,231   翌年度繰越金 73,298  

資料：藁灰コンニャク決算関係資料及び聞き取り調査より筆者作成 
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ると何度も提案しているが、女性会員は 9 名全員そろって作業することが楽しいとの理由

で提案を受け入れない。また、お金がほしくて藁灰コンニャクを作っているのではない、「美

味しかった、上高尾来て楽しかった」とお客に言ってもらえることが生き甲斐になっている、

と主張する。 

 作業賃金を作業時間に関係なく均等に支払うことも女性会員の希望である。理由は、支払

金額の多寡で、チームワークが乱れることを心配するからであり、「作業時間に応じて支払

われるならお金は要らない」と発言する。 

 ここまで、お金にこだわらずチームワークを大切にする理由は、女性会員のこれまでの人

生経験に起因していると考える。 

女性会員への聞き取り調査から、彼女たちはほとんど旧青山町内の農村集落から見合い

で上高尾地区に嫁いでいる。その後、姑や夫に仕え「姑や夫から言われたことだけをやって

きた」という。また、「結婚後のほとんどの時間を上高尾集落内で過ごし、集落外の人々と

の交流は皆無に等しかった」ともいう。 

 そのような状態から、上高尾源流米の出張販売を経験し、藁灰コンニャクを製造・販売す

ることで、今まで想像もできなかった、自分たちで考えて行動すること、集落外の人々と交

流し会話を楽しむこと、藁灰コンニャクが美味しいとお客に喜んでもらえることが実現し、

「毎日が楽しい」という。 

 上記の聞き取り結果から、女性会員たちは、作業賃金を得るという経済的効用より、自分

たちの生活の質を向上させる効用を重視していることが分かる。 

4）支援者の拡大 

 上述した活動を展開することが評価され、支援者・支持者が拡大した。 

 まず、「人智学に立脚した教育と芸術、およびそれに関連する活動の実践」を目的として

大阪市で活動する、一般社団法人空堀アントロコミュ（以下「アントロコミュ」と略す）が、

2015 年から上高尾地区で活動を開始した。きっかけはアントロコミュ代表理事の夫人が、

上高尾での交流会に参加し、子ども達が都会ではできない体験をして喜んでいる様子に感

銘したからである。 

 このことがきっかけとなり、2016 年には上高尾の会が活動拠点としている「高尾生活改

善センター」に隣接する元中学校分校の木造施設を、農楽が実質的な事業主体となって改修

し、週末レストラン兼レンタルスペース「ハナレ」をオープンした。「ハナレ」では、毎月

第 2 日曜日に女性会員が手作りしたランチを提供している。メニューは藁灰コンニャクの

刺身がメインで、おかずが約 10 種類のランチは定価 1,000 円３で、60 人分程度作るが、毎

回予約で完売である。 

また、女性会員は、地元住民が心豊かに「にこにこ」と日常生活を送れることを目指して、

地区内の高齢者を対象にハナレで月 2 回「にこにこルーム」を開催し、体操やゲーム、皮細

工作りなどに取組んでいる。 

 また、2016 年には、地元金融機関の北伊勢上野信用金庫と上高尾の会が「農山村活性化
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の取り組みに関する協定」を締結した。協定内容は、「特産品の開発・販売や、都市住民と

の体験交流など、地域の活性化に向けた活動に協働で取り組む」とされている。 

 更に、同年「高尾生活改善センター」に隣接する、重厚な日本家屋の所有者（上高尾には

居住していない）が、上高尾の会に土地・家屋を無償提供し、宿泊施設「二瀬屋（ふたせや）」

がオープンした。 

 2017 年には、近畿大学建築学部の学生サークル「TSURIHA（ツリハ）」が、顧問 T 准教

授の指導で、ハナレと清流を挟んだ対岸にツリーハウス（名称：かざぐるま）を建築し、ハ

ナレや二瀬屋と連携したイベント開催などが予定されている。TSURIHA がツリーハウス

を建築したのは奈良県の農村部に続いて 2 回目だが、学生たちは「奈良県ではムラのしき

たりや細かな禁止事項を守るよう言われたが、上高尾では自分たちのやりたいよう活動さ

せてもらい、困ったときは助けてくれた」と感想を述べている。 

 

4．第 1 章で示した CB 発展段階モデルとの比較 

 

 「上高尾の会の会」の CB 創出から発展への段階は、事業活動の実態と行政施策への対応

及び行動プロセスから以下のように整理できる。 

①地域住民が高尾地区の高齢化・過疎化を認識し、OK 氏を中心として「高尾活性化計画」

を策定した段階。②モデル事業の提案を受けいれ交流事業を開催し、その継続のため「上高

尾の会」を組織化する段階。③上高尾源流米の圃場、米の有利販売手法、サポートの会によ

るコメの販売先の確保、など経営資源を調達する段階。④、上高尾源流米の販売を開始し、

接客能力や女性の積極的な活動参加を得る段階。⑤女性会員が中心となり藁灰コンニャク

の製造販売を行い、上高尾の特産品として評価を得る段階。⑥活動に対する支援者が増加し、

「ハナレ」「二瀬屋」「かざぐるま」等、事業を持続的に継続させる経営資源を備える段階で

ある。 

 上記の段階において、筆者が地域の人々と関わって行動した内容は以下の通りである。 

 まず、①の段階は OK 氏を中心とした高尾地区の住民有志による自発的な行動であり、

筆者は直接関与していない。 

②の段階に至るまでには、京都大学 O 教授へのアドバイザー就任依頼、農楽に支払う委

託費の確保、モデル事業候補地区の選定、モデル事業の提案、交流会開催に関する会議への

参加・助言を行った。これらの関与は、交流会の試行的実施及び上高尾の会の組織化を促す

支援となったと考える。 

 ③の段階では、上高尾源流米という名称を提案するとともに、源流水の水質調査を三重大

学伊賀研究拠点に依頼して「きれいな水で栽培した米」であると消費者に訴求できる客観デ

ータを得た。これらの関与は、CB 創出の支援となったと考える。 

④の段階は、上高尾の会とサポートの会が企画・実行したものであり、筆者は関与してい

ない。ただし、源流水の水質調査の結果が、自信をもってセールストークができることにつ
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ながったと考える。 

⑤に至る段階では、藁灰コンニャクの商品としての優位性を説明し、永田氏に講師を依頼

するとともに、2 日間の研修会でアシスタントを務めた。この関与は、CB 発展の支援とな

ったと考える。 

⑥の段階は、「ハナレ」改修事業の相談に対応しただけで、筆者は直接関与していない。

しかし、事務局長 T 氏や農楽 I 氏に対して、事業活動が多様化したため経営管理の在り方

を再構築する必要があることを指摘している。 

これらの発展段階を、1 章で示した CB 発展段階と比較すると、①は地域課題の認識と計

画策定という行動であり、自発性が発現している。②は組織形成でありコミュニティ性が 

発現している。③は経営資源の調達である。④は事業開始であり、利益を「住みよい地域づ 
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図 4－2 「上高尾の会」の発展段階と構成要素の発現時期及び筆者の関わり 

資料：事例分析結果より筆者作成。 
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「上高尾の会」の発展段階と筆者の関わり 

②、アドバイザー就任依頼、農楽への委託料確保、モデル事業候補地区の選定、 

モデル事業の提案、交流会開催に関する会議への参加・助言 

③、上高尾源流米の名称提案、三重大学伊賀研究拠点への水質検査依頼 

④、③水質検査データによる米の販売支援 

⑤、藁灰コンニャクづくりの提案、講師依頼、研修会のサポート 
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くり」を目的とする上高尾の会の会計に入れていることから、非営利性が発現している。 

⑤は評価獲得である。この評価は藁灰コンニャクという商品に対するものだけではなく、上

高尾の会の事業活動に対する評価でもある。⑥はコミュニティ性の拡大であり、継続性が発

現している。これらの事から、「上高尾の会」の発展段階の事例においても第 1 章で示した

CB の発展段階モデルの有効性が確認できた（図 4－2）。 

また、筆者の主観的仮説に基づいて実施した行政施策 4 点のうち、①、少数でも意欲的に

活動の中核を担える住民が存在する地域をモデル地区に選定する施策、は OK 氏や事務局

長 T 氏の活動実績から有効であることが確認できた。 

②、モデル集落の限界集落化の原因や過程及び現状を住民から直接聞きとって把握し、住

民が第 1 に求める事項を把握する施策も、住民間のコミュニケーションの質と量を向上さ

せることで、事業活動が活発になったことから有効であることが確認できた。 

③、まず交流事業を開始し継続させることで、交流事業参加者から自発的な移住者を生み

出す施策については、交流事業は現時点まで発展しながら継続しているが、移住者は出現し

ていない。このことから移住者の獲得は、交流事業継続とは別の施策が必要であることを示

唆していると考える。 

④、交流事業を継続するには資金が必要なため、CB の創出を具体的に提案する施策。ま

た、CB の展開によって高齢者の所得を少しでも増加させる施策は、結果的には有効であっ

たが、前提に誤っていた部分があった。 

 上高尾源流米のブランド化や出張販売は、上高尾の会の事業継続に役立っているが、交流

事業継続の財源確保が主目的ではなく、地域農業の継続という課題解決が主目的であった。 

 また、藁灰コンニャクづくりは、着実に利益を生む CB となったが、上高尾の会の女性会

員は、所得の増加よりも生活の質を向上させることを優先した。 

 

5．高齢者が事業主体である CB の人的継承問題 

 

ここまで述べたように、上高尾の会の CB は一定の成果を上げているが、今後更に発展す

るためには課題も多い。 

最重要の課題は、パソコンを使いこなし事務局機能を担う人材が事務局長 T 氏だけであ

ることである。 

そのため、サポートの会とのコミュニケーションに手間がかかる。事務連絡や相互の意思

疎通を円滑にするため電子メールでメーリングリストを作ったが、上高尾の会の会員が高

齢でパソコンを所有していないため、I 氏が紙媒体で連絡するか、月例会で報告・提案しな

ければならない。 

また、高齢者の会員は作業労働的業務には積極的に参加するが、企画、調整といった管理

労働的業務は引き受けたがらない。そのため、事務作業を含めた管理労働的業務は T 氏だ

けで担い、大きな負担となっている。T 氏は 65 歳（2017 年 5 月時点）であり、管理労働を
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サポートする人材が必要である。 

上高尾源流米、藁灰コンニャクの CB も、現時点では意欲のある高齢者が担っているが、

新規の会員が入会しないと継続が困難である。 

一方、上高尾の会は、コミュニティ性の拡大、すなわち外部支援者が増加したことにより、

ハナレ、二瀬屋、かざぐるま、などの経営資源を新たに入手している。今後は、CB と新た

な経営資源を結びつけて収益性の高いビジネスを展開し、就業機会を創出する外部人材も

しくは組織が必要な状況である。 

つまり、限界集落で CB を継続するには、外部人材もしくは組織による、第 2 章、表 2－

2 で示したモデル 2 もしくはモデル 4 の CB 事業主体が必要であると考える。 

 

第 4 節 結果と考察 

 

1．モデル事業実施から得られた地域活性化への効果 

 

上高尾の会の活動は、「地区住民間のコミュニケーションの質と量を向上させたい」、と

いう生活の質的向上を課題としていた。また、上高尾地区の住民有志が、無報酬で都市農

村交流事業行うボランティア的な組織であった。 

よって、上高尾の会は活動開始時点では CB の創出には至っていなものの、組織の性格

としては、第 2 章表 2－4 類型別事業形態から、ボランティア的組織が生活課題を解決し

ようとするモデル 1 的な事業形態であったといえる。 

また、上高尾の会の都市農村交流事業は、地域の魅力を都市住民から評価され、地域に

住む誇りといった精神面での効用を高める活動であり、地域活性化への効果という視点か

らは、社会・生活的な効果（小川 2013）を目指した生活維持的経済事業（小田切 2009）

といえる。 

しかし、地域農業の継続を主たる目的に、上高尾の会の活動資金確保を従たる目的にし

て開始した上高尾源流米の販売、すなわち CB の創出は、生活課題解決型のモデル 1 的な

性格を有する上高尾の会の事業活動に、ボランティア型組織が、地域に存在する資源

（米）を、新たな財・サービス（上高尾源流米）として広域的に提供する、生産課題解決

型のモデル 3 の事業形態を付加したといえる。 

更に、藁灰コンニャクづくりの CB を開始したことは、地域にある資源（コンニャク

芋）を新たな財・サービス（藁灰コンニャク）として広域的に提供する、生産課題解決型

モデル 3 の事業形態をさらに発展させたといえる。また、女性会員は事業の効率化や事業

規模の拡大を望んでいないが、上高尾の会を私企業型組織に変容し生産課題を解決する、

モデル 4 へ発展する潜在力を獲得したといえる。 

これらのことを地域活性化の視点から整理すると、上高尾の会は、モデル 1 的な事業形

態である、生活維持的経済事業（小田切 2009）を行うことで社会・生活的な効果（小川
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2013）を発揮したととともに、生活改善的経済事業（小田切 2009）を併せて行い、経済

的な効果（小川 2013）を今以上に発揮できる潜在力を獲得したといえよう。 

 また、上高尾の会の活動はテレビや新聞などマスコミに紹介されたことで、過疎化・高

齢化に悩む集落からの視察研修を受け入れ、地域外に対する地域活性化にも貢献してい

る。 

 

２．地域貢献と利益確保のすり合わせがどのようになされたのか 

 

 前項で述べたとおり、上高尾の会の活動は、「地区住民間のコミュニケーションの質と量

を向上させたい」、という生活の質向上を課題として都市住民との交流事業を開始した。 

 交流事業自体は利益の確保につながらないが、農作業体験のために確保した圃場で減農

薬栽培する米を上高尾源流米と命名し、有利な価格で販売することで、上高尾の会の収入、

すなわち交流事業の経費として活用している。また、米の注文が上高尾の会の圃場で生産さ

れる量を超えた場合は個人農家の米を有利な価格で販売し、個人農家の所得を向上させて

いる。 

 また、交流活動を盛んに行うほど、上高尾源流米の認知度が高まり、交流会参加者や参加

者が知人に紹介するなど注文が多くなり、個人農家の利益が増える仕組みとなっている。 

このことは、モデル 1 的な事業形態による、コミュニケーションの質と量を向上させる

という生活課題と、モデル 3 の事業形態による生産課題を同時に解決し、両立させること

で、本来異質な地域貢献と利益確保をすり合わせているといえる。 

 前項で述べたとおり、藁灰コンニャク作りの事業形態も女性会員を中心としたボランテ

ィア型組織が生産課題を解決しようとするモデル 3 である。また、パートを雇用するなど

してモデル 4 に事業形態を変容させ、地域に更なる経済的効果を及ぼすことが可能な状態

である。 

 しかし、女性会員はそれを望まず、「ハナレ」で「にこにこルーム」を開催するなど、地

域の生活課題の解決にとりくんでいる。 

 このことは、藁灰コンニャク作りは、外部から見た CB の事業形態としてはモデル 3 で

あるものの、働く女性会員にとっては、今まで出来なかった自己実現や地域貢献の場として

機能しており、内部的な事業性格は、自分たちの生活の質を向上させようとするモデル 1 の

事業であるからだと考える。 

 すなわち、外面的な事業形態は、経済的な効果（小川 2013）を発揮する CB であるもの

の、内面的な事業の性格は社会・生活的な効果（小川 2013）を発揮する CB であり、本来

異質な地域貢献と利益確保を、外面的な事業形態と内面的な事業性格を並存させることで

すり合わせを可能にしているといえる。 

 

第 5 節 おわりに 
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本章は、過疎化・高齢化が進行した農村では、生活費を公的年金に頼る住民が大部分であ

り、そのような農村では、経営資源の確保が難しく、地域活性化に社会・生活的効果、経済

的効果を及ぼす CB が創出されにくいであろうと考え、三重県伊賀市の限界集落を対象に

して、伊賀市が実施した地域活性化のモデル事業と、その結果創出された CB の地域活性化

効果を考察した。また、限界集落の住民が本来異質な地域貢献と利益確保をどのようにすり

合わせたのかを明らかにすることを課題とした。 

併せて、第１章で残された課題となっている、高齢者が事業主体である CB の人的継承問

題についても検討した。 

そのため、①モデル事業の担当職員であった筆者が、モデル事業を成功に導き農村地域

活性化を実現するためにどうすればよいのかと考えた施策を主観的仮説と見立て、主観的

仮説に基づいて実施した行政施策（客観的事実）を提示した。次いで②行政施策を実施し

た結果、上高尾地区の住民がどのように対応したのかを行動プロセスとして把握し、第 1

章で示した CB 発展段階モデルと比較した。 

そして、③モデル事業を実施することで得られた地域活性化の効果及び地域貢献と利益

確保のすり合わせがどのようになされたのかを第 2 章の結果を用いて考察した。 

その結果、第 1 章で示した CB 発展モデルは、本章の事例でも有効であることが明らか

となった。 

しかし、筆者の主観的仮説に基づいて実施した行政施策 4 点のうち、交流事業を継続さ

せて、参加者から自発的な移住者を生み出す施策は実現しておらず、移住者の獲得には交

流事業継続とは別の施策が必要であることが示唆された。 

また、CB の展開によって高齢者の所得を少しでも増加させる施策は、結果は有効であ

ったが、事例とした上高尾地区の高齢者は所得の増加よりも、地域農業の継続や、地域住

民の生活の質を向上させることを優先することが明らかとなった。 

人的継承問題では、CB と外部支援によって新たに獲得した経営資源を結びつけ収益性

の高いビジネスを展開し、就業機会を創出する外部人材や組織の必要性を指摘した。 

モデル事業を実施することで得られた地域活性化の効果は、上高尾の会は、モデル 1 的

な事業形態である、生活維持的経済事業（小田切 2009）を行うことで社会・生活的な効果

（小川 2013）を発揮したととともに、生活改善的経済事業（小田切 2009）を併せて行

い、経済的な効果（小川 2013）を今以上に発揮できる潜在力を獲得したことであることが

明らかとなった。 

地域貢献と利益確保のすり合わせについては、上高尾源流米の販売では、交流活動に農

作業体験を取り入れるモデル 1 的な事業形態と、米の販売というモデル 3 の事業形態を両

立させること、藁灰コンニャク作りでは、外面的な事業形態はモデル 3 であるものの内面

的な事業の性格はモデル 1 であり、それらを並存させることで、本来異質な地域貢献と利

益確保のすり合わせを可能にしていることが明らかとなった。 

 ただし、本研究の分析結果は、行政・大学・民間企業といった外部からの支援を多大に
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受けた事例を対象にしている。しかし、全国で 1 万を超える限界集落が全て本事例のよう

な外部支援を受けることは現実的に不可能であろう。 

今後は、限界集落の住民自らが行動し外部支援を獲得している事例の分析や、外部支援

を獲得しやすい手法開発が研究課題となる。 

 加えて、政策的には地域おこし協力隊のように外部人材を農村に送り込む手法だけでは

なく、限界集落の住民の視線を外部に向かせ、自ら外部支援を獲得させる手法の研究が必

要であることを指摘しておきたい。 

 

注 

1 年間 200 万円の事業費が 5 年間補助される予定であったが、民主党による「事業仕分

け」により 1 年で補助は打ち切りとなった。 

2 農楽への委託業務は 2010 年度で終了し、2011 年度から I 氏は上高尾の会のメンバー

として活動している。 

3  T 氏は 1,500 円に値上げしようと提案しているが、女性会員たちは、遠い田舎までわ

ざわざ来てくれるお客との会話が楽しくてランチを提供しているので、値上げするとお

客に申し訳ない、との理由で提案を受け入れない。 
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補章 イタリアにおける農村活性化の事業主体と日本における CB との比較 

―ファジョーリ農場を主たる調査対象として― 

 

第１節 本章の目的 

 

１．はじめに 

 

 イタリアには「第 3のイタリア」呼ばれる地域が存在する。「第 3のイタリア」とは南北

に長いイタリアにおいて、ミラノ・トリノなどの北部、ローマ・ナポリなどの南部に対する

「第 3」という意味でイタリア中部を指す。 

当該地域は、農業が盛んで伝統産業や地場産業を継承する中小企業や個人事業者も多数

存在するが、1980 年代、経済先進諸国が不況であるにもかかわらず経済成長を続けた（児

山 2000）。そのため、大企業主導型とは異なる産業形態を有する地域として注目されている。 

 本章の目的は、終章で日本の農村活性化の今後の展望を論述する際に有効な示唆を得る

ことである。 

そのため「第 3のイタリア」の中心的地域であるエミリア＝ロマーニャ州・ロマーニャ地

域において「地域と協同して発展する」ことを経営理念とし、イタリアにおける農村観光の

先駆的事業体として著名なファジョーリ農場の事業展開の様相を把握し、日本における CB

と比較する。 

また、ファジョーリ農場と連携し宿泊者に体験・学習型の観光サービスを提供する複数の

事業主体に聞き取り調査を行い、それぞれの事業概要と事業展開の特徴を整理するととも

に、ファジョーリ農場がどのようにして「地域と協同して発展する」経営理念を実現してい

るのか、を整理する。 

 そのために、まずイタリアの基礎自治体及び農業関連施策の概要を整理しておきたい。 

 

2．イタリアの基礎自治体の特徴 

  

イタリアの地方行政区分の最上単位は、州 (regione) である。各州はさらに県 

(provincia) に分かれる。各県にはさらに、8100のコムーネ(comune)（市町村に相当）が

存在する。よって、日本の地方行政は都道府県、市町村の２層であるのに対し、イタリアで

は州、県、コムーネの３層構造である。コムーネの数 8,100は、日本の市町村数 1,741と比

べると極端に多く、小規模なコムーネが多い。 

 コムーネの市長、議員は住民の直接投票で選出される。市長は、教育・農業・環境などを

担当する評議員（日本の内閣における大臣に相当）を任命し、評議員は担当分野の行政施策

決定や執行を担当する。 

＊本章は小林（2016）を加筆・修正して構成したものである。 
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8,100のコムーネのうち人口 25万人以上のコムーネはローマやミラノなどを含む 12しか

ない。その下の 10～25万人規模が 33、それ以外の 99％、8,055のコムーネが 10万人以下、

そのうち 7,951 のコムーネが 5 万人以下である。このように小規模な町がイタリアの代表

的なコムーネであり、近年では人口 1 万～10 万人のコムーネは人口が増加している（1951

年には全人口の 35％だったが 2009年には 46％に増加した。）（宗田 2012）。 

つまり、イタリアでは都市部から地方への人口が移動しているのである。 

また、イタリアには地理的な生活圏を表現する「カンパニリズモ」という言葉がある。「カ

ンパーネ」（教会の鐘）から派生した言葉で、「教会の鐘の聞こえる範囲が、自分たちの生活

する範囲」という意味である。地方においても教会を中心にコンパクトな町が形成されてい

るところが多く、上述したコムーネのうち小規模なコムーネほど地理的範囲がカンパニリ

ズモと重なるととらえることができる。これら小規模なコムーネは同一宗教の共同体とい

う性格を有するため、地域内の人的つながりが非常に強い。 

 

3．イタリアの農業関連施策の特徴 

 

 イタリアで農業（農産物の販売・加工）を行うには、法人格を州から取得しなければな

らない。法人格取得後はコムーネが各種指導や支援を行う。支援の特徴は、ビジネス性つ

まり販売力の重視である。例えばエミリア＝ロマーニャ州では、40歳以下の新規就農者が

農業法人を設立した場合には州から€40,000の補助金が支給されるが、補助金の支給には

ビジネスプランの審査がある。審査基準は農産物の販売能力及び地域や他産業との融合や

ネットワークが重視される。 

 次いで農村観光（アグリツーリズモ）の重視である。イタリアにおける農村観光は 1985

年に法律第 730号、通称「アグリツーリズモ法」が成立し、法制化された。この法律で

は、国が枠組みを定め、各州が州法でアグリツーリズモ事業と事業所の基準を設けた。 

この法律で定めたアグリツーリズモ事業とは農業事業者が行う集客・接客事業とされ

る。つまり農業活動の一環としてその農園で行われる接客事業である。 

その後 2006年に法改正がなされ、開業に当たっての諸手続きを簡素化した。一方で、

食事や食材の現地調達については厳格になり、当該農園か周辺地域の農園で収穫された農

産物、又は製造された食材、飲料（酒類も含む）を提供し、同時に全国的に知られた原産

地認定の高品質で特徴的な産品を提供することが求められるようになった。 

また、当該農園で生産された農産物、又は製造された酒類などを宿泊客に試食・試飲さ

せることも必要になった。さらに、農村文化をアピールする仕組み、例えば農業設備など

の展示、地域の文化・歴史資源の展示等も必要となった（宗田 2012）。 

現在では、イタリア全土で約 20,000軒（平均 15ベッド）のアグリツーリズモが開業し

ているが、開業に当たっては各州から厳しい基準の認証を得る必要があり、エミリア＝ロ

マーニャ州では、アグリツーリズモを開業するため 140時間の座学研修を経て開業資格試
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験に合格しなければならない。開業後も行政による年に 1回のサービス提供レベルのチェ

ックと年に 2回の保健所による衛生検査が課される。 

また、これらの法律はあくまでも農業振興を目的としたものであり、アグリツーリズモ

の事業主体は農業生産を行う組織であることが条件である。そのため総収入の 50％以上は

農業から得たものでなければならない。 

これらの厳しい認証とチェックは、劣悪な一部の事業者がアグリツーリズモを名乗るこ

とを防ぎ、行政が求める基準をクリアすることによって、イタリアにおけるアグリツーリ

ズモの品質を保証し、農村経済の振興を目指すためになされている。また、体験教育やイ

ンターンシップの受け入れなど、機能別に各種の認証制度が存在し、多くの認証を 

取得しているアグリツーリズモの事業主体ほどアメニティが整備され、多機能であるとい

う明確な判断基準となるシステムが整備されている。 

一方で、アグリツーリズモ法と同年に制定された法律第 431号、通称「ガラッソ法」で

は各州政府に景観計画策定を義務付け、全国的な景観保全のための土地利用規制が課され

た。農山漁村もこの法律の例外ではないが、アグリツーリズモに関してはそれぞれの地域

の建築類型を尊重すれば規制が緩和される措置がとられている。なお、エミリア＝ロマー

ニャ州の全ての小学校では冬季にアグリツーリズモの体験学習を教育課程に組み込んでい

る。 

 

第 2節 調査対象と方法 

 

1．調査対象 

 

本章の調査対象はエミリア＝ロマーニャ州のロマーニャ地方フォルリ＝チェゼーナ県チ

ヴィテッラ ディ ロマーニャ市（コムーネ）で展開される農業法人ファジョーリ農場と、

ファジョーリ農場と連携してアグリツーリズモを展開する事業体１である。 

ファジョーリ農場の開設は、「アグリツーリズモ法」が制定された 1985年とほぼ同時期で

あり、支援施策や関連法制の影響を受けてきたことが調査対象としての優位性となりうる。 

 

2．調査方法 

 

本章はファジョーリ農場を拠点として調査を行った（2014年 11月実施）。 

調査方法は次の通りである。まず、①ファジョーリ農場の経営者から聞き取り調査を行い、

調査対象地域の概要、農場の事業概要や特徴と発展プロセスを把握する。次いで、➁ファジ

ョーリ農場と日本における CB を比較し、その構成要素及び発展プロセスの共通点と相違

点を整理する。そして、③ファジョーリ農場と連携し、農場の宿泊者に体験・学習型の観光

サービスを提供する複数の事業主体に聞き取り調査を行い、それぞれの事業の概要と事業
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展開の特徴を整理するとともに、ファジョーリ農場がどのようにして「地域と協同して発展

する」経営理念を実現しているのかを整理する。 

 

第 3節 事例と調査結果２ 

 

1．調査対象地域の概要 

 

今回の調査対象地域である、フォルリ＝チェゼーナ県は伝統的な農業県であり、農業やア

グリツーリズモを重要な行政施策としている。農地はアペニン山脈の丘陵地を開拓したと

ころが多く、時には農業用機械作業が困難と思われる急傾斜地も耕作されている。耕地の区

画は地形に合わせてあるものの概ね四角形である。耕作放棄地はほとんど目に付かず営農

による農地保全がなされている。主要な作目は、果樹（ブドウ、オリーブ、オレンジ、リン

ゴ）、畜産（養豚、酪農）、小麦、牧草などである。 

農業経営の特徴は「多品種」「多機能」と表現できる。「多品種」とは、例えばワイン原料

のブドウ農家であっても、リスク分散・労力分散を目的に、ブドウ以外の果樹、野菜、畜産

などを複合的に生産する営農形態である。「多機能」とは、営農活動を単に農産物の販売と

いう機能とみなすのではなく、農産物加工、教育活動、環境活動、サービス業としてのアグ

リツーリズムなどの機能を付加することで複数の収入源の確保を目指す事業主体が多い。 

 

2．ファジョーリ農場の概要 （チヴィテッラ ディ ロマーニャ市３） 

 

1） ファジョーリ農場の経営概要 

当該農場はファウスト・ファジョーリ氏（以下「ファウスト氏」と略す）が 1982年に開

業したイタリアにおけるアグリツーリズモの草分け的存在であり、事業の継続性や多機能

面から EUにおけるアグリツーリズモのモデルケースとして国際的に有名である。 

農場の所有敷地は約 30ha、その内耕地が約 10haである。農場はブドウをはじめとする各

種果樹、多品種の野菜栽培、畜産などを複合的に行っている。ただし、農産加工施設は保持

していない。 

農場は法人格を取得しており役員 10名で構成されている。現在の会長・副会長はファウ

スト氏の長女と次女が務めており、世襲的な世代交代がされている。 

法人の運営は各役員が担当分野を持ち、週に 1回のペースで運営協議が行われている。農

場の従業員は 10 名で主に農作業に従事している。農場の宿泊施設はベッド数が 23 で、年

間の平均宿泊者は約 3,300名である。また宿泊者の約半数は海外からの観光客である。 

農場の年間売り上げは約€60万である。宿泊施設の運営はファウスト氏が渉外業務、妻の

ミラ氏が調理や清掃を担当している。また当該農場で使用する電力は太陽光発電パネルと

風力発電施設を設置しすべて自給している。年間の発電量は約 82,000Kwであり余剰電力は
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売電している。発電施設の寿命は約 30年であり、売電により初期投資を約 8年で回収して

いる。 

2）ファジョーリ農場開業の経緯 

ファウスト氏は 1982年、自身が 33歳の時点で勤務していた建設会社を退職し家族（妻・

娘 2人）でこの地に Jターンした（生誕地は 50Kmほど離れている）。 

開業時のイニシャルコストは主として銀行の融資によるものである。欧州の銀行は担保

主義でなくビジネスプランで融資の可否を決定するため、金融機関からは優れたビジネス

プランであると評価されていたことが分かる。 

 ただし、農場は人気のないビデンテ渓谷を開拓した高地に所在し、「この地で農業観光を

始める」と地域内でアナウンスしたところ住民から「荒廃した渓谷におかしな人間がやって

来た」と揶揄された。この開業時期はアグリツーリズモが法制化される 3年前で、農村観光

に関する認知が不十分であったことが原因である。 

しかしファウスト氏には「自分の人生を自分で楽しみたい」という信念があり、その気持

ちを家族と共有できたため農場を創設した。 

3）ファジョーリ農場と地域との連携 

当該農場の経営理念は、「地域と協同して発展する」ことであり、地域のネットワーク作

りを重視している。この経営理念は具体的には「農場経営による利益を、農場だけのものに

するのではなく、地域に広く波及させること」と表現できる。 

この理念が地域住民に理解され、本格的なネットワークとして機能し始めた契機は、農場

負担により公道を舗装したことであった。前述したように農場は渓谷の高台に位置し、集落

から通じる公道は未舗装であった。しかしながら渓谷や森林に狩猟に出かける地元住民の

利用も多く「公道を私費で舗装した」行為は、農場理念の具体的行動として高く評価された。 

現在では農場が中心となった農業機械の共同利用組合が設立され約 700 人の会員ネット

ワークが構築されている。また、「農場の友達」というファンクラブ的な組織も設立され約

5,800名の会員がネットワークされている。 

このような活動の結果、荒廃していたビデンテ渓谷には複数のアグリツーリズモが開業

され、それらがネットワークを構築することで大規模宿泊客の分散受け入れが可能になり、

ビデンテ渓谷の地名自体がブランド化している。 

4）ファジョーリ農場で提供されるサービス 

農場の経営部門は農業部門と接客部門に分かれる。農業部門には羊・馬などの家畜飼育、

養蜂、少量多品種の野菜・果実、小麦、ワイン用ブドウ、ハーブ類の栽培、ワイン、ジャム、

リキュール、化粧品、キノコ類の農産加工物（外部委託）の販売がある。 

接客部門には宿泊、教育ファーム、スポーツレクリエーション（マウンテンバイク・アー

チェリー・トレッキング・天体観測・オリエンテーリング・乗馬）、インターンシップなど

の体験メニューがある。 

5）ファジョーリ農場の販売・営業活動 
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農産物の販売は、農場内での直売、宿泊客への提供、ホテル・レストランへの卸売り、イ

ンターネット通販などを組み合わせている。接客業での集客は「農場の友達」へのパンフレ

ットやダイレクトメールの送付、旅行事業者への営業、教育機関への情報提供、会議やシン

ポジウムに積極的に参加することによる PRなど多様な手法を活用している。これら活動か

ら顧客の基本データを蓄積し、リピーターの再訪を促す情報発信や宣伝活動を行っている。 

6）ファジョーリ農場の経営方針 

当該農園の経営方針は、「祖父の時代の伝統的な農業を現代に再提案」することであり、

「都会に無いものを売り出す」「ニッチな市場に高品質なサービスを提供する」という姿勢

を貫き、農村地域の伝統色を前面に打ち出している。 

また、体験教育やインターンシップ受入れに関する 9種類の認証を取得し、多様な体験メ

ニューを提供できる体制を整えることで、訪問希望者への訴求手段としている。 

さらに、訪問客の多様なニーズに対応するため、農場だけで接客するのではなく、周辺地

域の価値観を共有する事業者や行政と連携し、体験・学習型観光を実施することで地域全体

を PRし、地域に広く経済効果を及ぼす体制も整えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1 ファジョーリ農場の事業展開の特徴 

資料：聞き取り調査により筆者作成 

 

 

農場外での販売 

農場内での消費用 

体験学習の受け入れ 

インターンシップの受け入れ 

農村環境でゆっくりした時間を

過ごす長期滞在者の受け入れ 

地域伝統食を楽しむ短期旅行者

の受け入れ 

ファジョーリ農場の複合事業と地域貢献 

左右の機能の組み合わせ 

・多様な訪問客のニーズに対応  ・多様な収入源の確保 

左側：農産物販売              右側：アグリツーリズモ 

・他のアグリツーリズモ事業主体との連携 

（ビエンテ渓谷のブランド化） 

・他の事業主体との顧客や商品の相互紹介

（経済的互酬関係の構築） 

地域経済の活性化 
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3．ファジョーリ農場の事業展開の特徴 

 

 上述したように、当該農場は「農産物販売」と「アグリツーリズモ」を複合的に事業展開

している点が特徴である（図 5－1）。 

 

4．ファジョーリ農場と日本における CB との比較  

 

1）構成要素の比較 

 第 1 章、第 1 節では、日本における CB の構成要素を、「自発性：主体が自ら地域課題を

解決しようと行動すること」、「コミュニティ性：地域課題を共有する主体が組織を形成する

こと」、「非営利性：組織の利益の最大化・分配よりも地域貢献を優先して事業活動を行うこ

と」、「継続性：事業を持続的に継続させる経営資源を備えること」の 4 点に整理した。 

 ここで、本節第 2項のファジョーリ農場の概要から、CBの構成要素を視点に比較すると、

ファジョーリ氏は、「自分の人生を自分で楽しみたい」という信念を家族と共有できたので

農場を創設しており、地域課題を解決しようとしていたのではないため、自発性は見られな

い。また、地域課題を共有する主体が組織を形成したのではなく、「自分の人生を自分で楽

しみたい」ために組織を形成したので、コミュニティ性も見られない。 

非営利性については、地域経済の活性化に資する事業展開を行うことで、農場の利益も向

上する仕組みであるため、組織の利益の最大化よりも地域貢献を優先しているわけではな

い。ただし、継続性については、地域経済の活性化に資する貢献が、ビエンテ渓谷のブラン

ド化や、他の事業主体との経済的互酬関係の構築という、ソフト面での経営資源を備えるこ

とにつながっている。そのため、地域貢献が継続性を発現させる要素である点は共通してい

ると考える。 

2）発展プロセスの比較 

 同様に本節第 2 項のファジョーリ農場の概要からその発展プロセスは、①ファジョーリ

氏が「自分の人生を自分で楽しみたい」という信念を家族と共有し、ビエンテ渓谷に Jター

ンする段階。②ファジョーリ農場を組織形成し、銀行融資による経営資源を調達する段階。

③事業を開始し、「地域と協同して発展する」という経営理念に基づく行動（公道を私費で

舗装）が社会的評価を獲得する段階。④約 700 人で構成される農業機械共同利用組合の設

立、約 5,800 がネットワークされる「農場の友達」というファンクラブ的組織の設立によ

り、農場経営が安定的に継続される段階。という 4段階に整理できる。 

 上記の発展プロセスを、第 1章、第 4節、3項の図 1－2と比較すると、「地域貢献が、地

域の人々の共感を得て事業活動に対する社会的評価を高める」、「社会的評価の高まりによ

って事業活動を継続及び発展させようとする経営支援者が出現する」点が共通すると考え

る。 

3）比較結果のまとめ 
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 ファジョーリ農場はファジョーリ氏の自己実現のために設立されている。そのため、地域

課題を解決しようとする日本における CB とは構成要素や発展プロセスにおいて異なる点

が多い。しかし、事業活動が地域の社会的評価を高め、事業を持続的に継続させる経営資源

を備えている点は共通している。 

  

第 4節 ファジョーリ農場の「地域と協同して発展する」経営理念実現の様相 

 

１．ファジョーリ農場と連携する事業主体の事業概要と事業展開の特徴 

 

1） 酪農農家イル・トロッパジオのチーズ（ラヴィジョーロ）作り（サンタソフィア市） 

 当該農家では家族経営で乳牛 21頭、山羊・羊 50頭を飼育し、搾乳した成分無調整の生乳

からラヴィジョーロという伝統的なチーズを手作業で製造し・販売している。 

ラヴィジョーロはフレッシュチーズであり製造後 1 週間以内が賞味期限である。そのた

め長距離輸送には不向きで全量が近隣地域で消費されている。販売は卸業者を介さず全て

直売している。 

ラヴィジョーロの製造過程では、副産物として乳清ができる。企業的なチーズ生産では乳

清の大半は廃棄されるが、当該農家は乳清からさらにリコッタチーズを作り原料の生乳を

無駄なく利用している。このようなチーズ作りはこの地方の伝統的な手法である。 

一般的に、家族経営の畜産業は生き物相手であるので年間を通じて休暇が取れない重労

働である。この点を当該農家の夫人に聞き取ったところ「直売で美味しいと言ってくれる顧

客との人間関係が楽しく、休暇のない生活に不満はない」、「伝統的な酪農経営に誇りを持ち、

若者が地域に根付いてくれていることが嬉しい」とのことであった。 

バカンス先進国であるイタリアにおいても、休暇を取らず通年農作業に従事する農家が

存在し、休暇のない生活を当然と受け止める職業形態が存在していることがわかる。 

これらのことから当該事業主体の事業展開の特徴は「伝統を守ることに誇りを持ち、希少

価値のある商品で顧客を獲得すること」であるといえる。 

2） 社会的協同組合・アブラッシオ ヴェルデ（モディリアーナ市） 

 当該組合は、障害者雇用を目的に設立された社会的協同組合４である。社会的協同組合と

は、事業リスクを負いながら継続的に財やサービスを提供する事業体であり、組合員の利益

よりも地域の公共的利益を追求する、利用者・労働者・ボランティアによるマルチステーク

ホルダー型組織である。社会的協同組合には多様な組合員が存在し、①就労組合員（健常者、

障がい者）、②利用組合員（サービス利用者、利用者の保護者）、③ボランティア組合員、④

財政組合員（出資のみの組合員）⑤法人組合員（社会的協同組合を支援する自治体など）で

構成されている。また、「構成員が多様であるか否かが、地域社会の様々な利益を代表して

いるか否かの指標」であり「メンバー間に限られた互助組織であることだけでなく」「社会

に開かれた協同組織機能を確保する」ことを重視している。（田中 2004）  
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組合の雇用者は 10名で、内 4名が障がい者である。主要な事業は、各種果物の収穫作業

の請負であり、収穫物を委託加工しジュースやジャム、ワインなどを販売している。 

 また、安定的収入確保のため公共施設などの清掃業務を受託している。 

事業収支は、初期投資の償却を考慮すると赤字であるが、年間のキャッシュフローは公的

助成金を含めて黒字である。 

 この社会的協働組合事業には、欧州全土から年間約 150 名のボランティアが職業体験に

訪れ、モディリアーノ市の国際化に役立っている。ボランティアの旅費は EUのプロジェク

トとして全額が助成されている。 

 これらの事から当該事業主体の事業展開の特徴は「地域の公共的利益を追求し、支援者、

消費者と協同すること」といえる。 

3）農業組合ワイナリー・ラ コルテ デ ヴィーノ（チェゼーナ市）  

 当該ワイナリーは 1933 年に設立され、醸造施設の半径約 20Km に点在する約 300 戸の農

家が農業組合を構成し運営されている。ただし、当該地方の農業は前述したように多品種栽

培で経営リスクを軽減しているのでブドウ専業農家はほとんど存在しない。 

ブドウ耕地の合計面積は約 600haで 3,000tのワイン原料ブドウが栽培され、年間約 50万

本のワインが製造されている。原料ブドウ品種の 70％はサンジョベーゼ種で、30％はその

他の品種である。ワイナリーの専属従業員は 10名で、収穫や醸造作業の繁忙期には約 20名

のパートタイマーを雇用している。 

原料ブドウの栽培と品質管理は農家が行うが、一定の原料水準を確保するため、圃場の抜

き打ち検査が行われる。イタリアの法律では補糖してワインのアルコール度数を上げるこ

とが禁止されているが、当該地方では糖度が 30度に達する年もあり補糖の必要は無い。 

 また、糖度が高くアルコール度数が高いほど高級ワインとして認知される傾向がある。 

経営の特徴はワイナリーとブドウ農家の原料代金支払方法である。通常のワイナリーで

あれば、収穫し納品した時点で、品種や品質を考慮して買取価格が決定されブドウ代金が支

払われるが、当該ワイナリーは翌年のワインの売上げと収益を考慮して原料価格が提示さ

れる。このことは、ブドウ農家が出来ない醸造作業を専属従業員であるエノルグ（醸造技術

者）が受け持ち、その収益を農家間で分配するという組合組織ならではの経営手法であると

いえる。なお、原料ブドウの分配金は原産地認定がされた高品質のサンジョベーゼ種で 1Kg

当り￠50（約 70円）とわが国の国産ワイン用ブドウと比べると非常に廉価である。しかし

ながら、組合員は自分たちの所有するワイナリーの分配金だという意識が強く、分配金の多

寡で利害対立することは無い。 

これらの事から当該事業主体の事業展開の特徴は、「ブドウ産地の伝統を守りつつ協同に

よる利益分配の仕組みで事業展開していること」といえる。 

4） 伝統的製造方法のチーズ・フォルマッジョ ディ フォッサ（ソリアーノ アル ルビ

コーネ市５） 

 当該市は、岩盤に縦穴を掘り麦わらで包み込んで熟成させるフォルマッジョ・ディ・フォ
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ッサというチーズが特産物である。この縦穴は盗賊に食料品を略奪されないために作られ

たもので、そこにチーズを保管すると独特の風味や味わいが出て来たため地域の特産物に

なった歴史を持つ。穴の大きさは大小さまざまである。 

このチーズは製造方法が衛生的ではないとの理由から EUの原産地名称保護制度の認証を

受けられなかったが、行政や大学による積極的な調査・支援がなされ「製法は旧式であるが

衛生面に問題が無い」ことを証明した結果、認証を取得した。また、味が特徴的であるだけ

でなく脂肪分が少なく低カロリーなため、このチーズを目当てに訪問する買い物客や観光

客が多い。 

このチーズを製造する事業所は市の中心部に 6箇所あり、1箇所当り 6～10箇所の縦穴が

存在するが、伝統的食品であることをアピールするため新たに縦穴が掘られることは無く、

新規にチーズ作りに取り組みたい事業者は現存の縦穴の利用権を購入する。また、各事業者

は来客に積極的にチーズの試食を勧めるとともにワインも提供し、製造方法を説明し丁寧

にもてなすことで購買に結び付けている。 

このように消費者にとって訴求力のあるチーズであるが、市内には未利用の縦穴があり、

大きな縦穴は敬遠されている。理由は、大きすぎて手作業で丁寧な品質管理がしにくいこと、

及びチーズ市場がニッチなため製造過多によって希少性が損なわれることを未然に防ぐた

めである。 

これらの事から、当該市のチーズ製造事業主体の事業展開の特徴は「地域の伝統特産物の

希少性を訴求し、小規模であっても確実に消費者を獲得すること」といえる。 

5）家族経営ワイナリー・ポデリ ダル ネスポリ社（チヴィテッラ ディ ロマーニャ市） 

 当該ワイナリーは 1929年に設立された農業法人である。ワイン原料用ブドウの栽培面積

は、130ha であり、内 80ha は借地である。ブドウ栽培は原料としての一定品質を確保する

ため全て自社のスタッフが行っている。そのため、他のワイナリーと比較してワインの販売

価格は高めに設定されている。醸造工程は全て機械化されており、原料をかもし発酵タンク

に投入後ボトルに瓶詰・梱包されるまで人間の作業労働は不要である。 

年間の生産本数は約 100 万本であるが、外部の複数のワイナリーが醸造したワインの瓶

詰めとラベリング及び梱包作業を約 600 万本分受託している。このような受委託関係が成

立する理由は、ワイン醸造においてこれらの受託作業に関する設備費用が最も高価である

こと、及び醸造タンクなどは通年利用するが、これら受託作業の設備は年間の一定期間しか

使用しないため、委託する側には余計な設備投資を省ける利点と、受託する側には設備の稼

働率を向上させる利点があるからである。 

上述の受委託関係はカスタムクラッシュと呼ばれ、我が国のワイン業界でも行われてい

るが、自社製品の 6倍もの量を受託するケースは見られない。（長谷祐ほか 2012） 

このことはイタリアにおけるワイン産業が「原産地名称保護制度」を重視したものであり、

当該事業主体の事業展開の特徴は、「産地全体でネットワークを構築し、地域の中で規模の

異なるワイナリーを総体として維持発展させようとすること」といえる。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E7%94%A3%E5%9C%B0%E5%90%8D%E7%A7%B0%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E5%88%B6%E5%BA%A6
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6）染色工房（伝統工芸）セラ ウナ ヴォルタ（チェルビア市） 

 当該工房で制作されるスタンプと呼ばれる染色伝統工芸は、古来牛に掛ける布に装飾を

施す技術から発達した。染料は鉄錆とワインビネガー、硫黄、小麦粉を調合して作られる。

作業工程は、木彫りの伝統的な図柄のスタンプに染料をつけ、天然コットンに押し付けて、

乾燥後洗いを掛けるというシンプルなものである。主な用途はテーブルクロスやベッドカ

バー、カーテンなどである。 

 天然コットンは地元では製造されておらず、インドやロシア、一部はミラノの事業者から

調達している。販売ルートは店舗での小売と注文卸売りがほぼ半々である。卸売りの主な顧

客はミラノなどの大都市もしくは海外輸出である。地域では同業者が 10軒あり、内 8軒は

個人事業、2軒は企業である。当該工房は個人事業であるが、作業場と売り場が併設されて

おり、訪問客は本当の手作りであることを確認し、納得して商品を購入できる。 

 このようなことから、当該事業主体の事業展開の特徴は、製造工程と販売を一体化させる

ことで、消費者に「本物の伝統工芸品であること、希少性が高いことを訴求していること」

といえる。 

7）塩の博物館（チェルヴィア市） 

 当該博物館は、塩田による伝統的な製塩の歴史や製造方法を紹介するとともに塩の宣伝

や販売を行っている。 

 イタリアでは肉を塩漬けして保存するため塩は貴重品であり、国（領主）の専売品であっ

た。当該地域には 170ha、150区画の塩田が整備され、製塩業が盛んであった。塩田におけ

る作業は重労働であるが、労働者は身分が保証されるため世襲制であり、比較的地位の高い

職業であった。 

当該塩田は 1960年に市の第 3セクターの協同組合として組織が改変され、製塩工程は機

械作業による近代化がなされた。組合の従業員数は 25名であり、年間の生産量は約 10,000

ｔと小規模である。しかしながら塩田による製塩は、ミネラル分が多く塩分が少ないという

特徴のため高級品であり（€3/750ｇ）ほとんどが国内で消費される。また、伝統的な製法で

製造されるためスローフードに認定されている。 

加えて、郷土の伝統的産業を体験・学習型観光事業に利用するため、現在でも 1区画だけ

は製塩作業を機械化せず手作業で行っている。この塩田を利活用して毎年 9 月の第 2 週に

は木製の船を使った旧来の手法で「塩の運搬」イベント（収穫祭）が開催されている。 

このようなことから、当該事業主体の事業展開の特徴は「伝統的製造方法を完全に保全し、

希少性を訴求すること」といえる。 

8）アルトゥージの家（フォーリンポポリ市） 

 アルトゥージの家は、「イタリア料理の父」として知られるペッレグリーノ・アルトゥー

ジ（1820－1911：当該市出身）を顕彰し、イタリア料理をテーマにフォーリンポポリ市と世

界をネットワークするための施設である。 

アルトゥージの生きた時代はイタリアの統一がなされておらず小国に分裂していたため、
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人々は他国に自由に入国できなかった。しかし有力な実業家であった彼は、領主からパスポ

ートに相当する書状を与えられ、イタリア全土を自由に通行し、地方色豊かな料理を食する

ことが出来た。アルトゥージは事業で十分な蓄財が出来たので、1865年に事業から引退し、

1891 年、イタリア郷土料理のレシピ集『食の科学と正しい食の技法』を出版した。それは

アルトゥージ家の使用人だったマリエッタ・サバティーニによるレシピ試作による貢献で

可能となった。この書籍は、今なおイタリア家庭料理の参考書として再版され、国外でも広

く翻訳されている。 

施設内（アルトゥージの家）にはイタリア料理に関する図書館、ロマーニャ地方の郷土料

理レストラン・調理体験室が併設されており、世界各国から研修生や観光客が訪れている。

また、調理体験室では主任指導員のほか、当時の使用人にちなんでマリエッタと名づけられ

た地域婦人のボランティアグループがロマーニャ地方の郷土料理の実技を指導している。 

このようなことから、この施設の事業展開の特徴は、「イタリア郷土料理の伝統守ること

で、世界各国からの来訪者を集客すること」といえる 

９）職人組合による商店街（モディリアーナ市） 

 モディリアーナ市は人口約 5,000 人の小規模なコムーネである。2000 年以前は木材加工

や精密機械の著名企業が存在したが不況で多くの従業員が解雇され人口流出が顕著である。  

 しかしながら、伝統的に皮革製品や宝飾、伝統菓子の職人が多く商店街は小規模（約 40

店舗）でありながら観光客の往来が多く活況である。個々の商店では、仕入れた商品をその

まま販売するのではなく、職人自らが製造したオリジナルの商品を直売している店舗が多

い。単純比較はできないが、皮革製品の価格は高額商品を国際展開しているブランド商品よ

りかなり廉価である。また、直売店舗では、職人による商品説明や多少の値引きといった会

話が楽しめる。 

 市の統計では年間の観光客は約 6,000 人とのことであったが、これは市内に存在する 15

箇所のアグリツーリズモの宿泊客数であり、人口約 5,000 人の小さなコムーネでは職人直

営の商店街を目当てに来訪する観光客の実数が相当多くなければ商店街の経営は成立しな

いであろう。このようなことから、商店街の事業展開の特徴は「伝統的技術を地域の職人が

継承し、高品質で希少性の高い商品が廉価であることを消費者に訴求すること」といえる。  

 

２．ファジョーリ農場がどのようにして経営理念を実現しているのか 

 

ファジョーリ農場は、理念や価値観を共有する事業主体と連携し、顧客や商品の相互紹

介などを通じて経済的互酬関係を構築していることは前述の通りである。一方、本節の 1

で述べた各事業主体の事業展開の特徴は、商品に関しては「伝統を守る」「希少性を訴求

する」といった共通項が多く、経営に関しては「協同する」という共通項が多い（表 5－

1）。 
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ファジョーリ農場の開業は 1982年と比較的新しく、アグルツーリズモを展開するうえ

で「伝統」「希少性」という点での訴求力が十分ではない。よってそれら 2点の強みを持

つ事業主体と連携することで、外部に対する訴求力を高めていると考える。 

「協同」に関しては、宿泊客を連携する事業主体に案内することで、ファジョーリ農場

が保有しない体験・学習機会を提供することを可能にし、農場の機能を補完している。 

 また、連携する事業主体にとっては、顧客の獲得や商品・サービスの販売機会の獲得と

なっている。 

例えば、酪農農家イル・トロッパジオでは、ラヴィジョーロ作りの体験を行っており、

チーズ加工機能を保有しないファジョーリ農場は宿泊客に体験メニューを提供でき、農家

は、ファジョーリ農場の宿泊客からが体験料が得られる。 

 農業組合ワイナリー・ラ コルテ デ ヴィーノでは、ファジョーリ農場はワイン醸造

設備を保有しないため、宿泊客にワイナリー見学の機会と、農家組合独特のワイナリー経

営形態を学習する機会を提供し、ワイナリーは宿泊客に積極的に試飲を勧め、ワインのＰ

Ｒと販売機会を得ている。 

アルトゥージの家では、ファジョーリ農場は調理体験施設を保有しないため、ロマーニ

ャ地方の郷土料理体験を提供し、アルトゥージの家は、世界各国から集客するファジョー

リ農場の宿泊客にイタリア料理やロマーニャ地方の郷土料理を紹介し、フォーリンポポリ

市と世界をネットワークするという使命の実現に役立っている。 

付言すると、ファジョーリ農場と連携する事業主体は、事業活動それぞれに何らかの社

会的意義を保持している。社会的意義とは、伝統を守る、希少性を訴求する、共同すると

いった事業展開の特徴である。そのような社会的意義をもった事業主体との連携であるか

らこそ、宿泊客は共感し、ファジョーリ農場の経営理念である「地域と協同して発展す

る」ことを可能にしていると考える。 

表 5－1 ファジョーリ農場と連携する事業主体の事業展開の特徴 

事業主体/キーワード 伝統 希少性 協同 

事例１ ○ ○  

事例２   ○ 

事例３ ○  ○ 

事例 4 ○ ○  

事例 5 ○  ○ 

事例６ ○ ○  

事例 7 ○ ○ ○ 

事例 8 ○   

事例 9 ○ ○  

資料：筆者作成（該当する事業展開の特徴が○） 
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第 5節 おわりに 

 

 本章は、終章で日本の農村活性化の今後の展望を論述する際に有効な示唆を得ることを

目的とした。 

そのため「第 3のイタリア」の中心的地域であるエミリア＝ロマーニャ州・ロマーニャ地

域において「地域と協同して発展する」ことを経営理念とし、イタリアにおける農村観光の

先駆的事業体として著名なファジョーリ農場の事業展開の様相を把握し、日本における CB  

と比較した。 

また、ファジョーリ農場の宿泊者に体験・学習型の観光サービスを提供する複数の事業主

体に聞き取り調査を行い、それぞれの事業概要と事業展開の特徴を整理するとともに、ファ

ジョーリ農場が「地域と協同して発展する」という経営理念をどのようにして実現している

のかを整理した。 

その結果、ファジョーリ農場は「農産物販売」と「アグリツーリズモ」を複合的に事業展

開している点が特徴であった。農産物販売は、多品種の果樹・野菜を栽培し、畜産も行って

いる。アグリツーリズモは農場への訪問客の多様なニーズに対応するため様々な機能を備

え、様々な機能がそれぞれ多様な収入源の確保を可能にしていた。 

ファジョーリ農場と日本の CB を比較した結果、構成要素の継続性については、地域経

済の活性化に資する貢献が、ビエンテ渓谷のブランド化や、他の事業主体との経済的互酬関

係の構築という、ソフト面での経営資源を備えることにつながっていた。そのため、地域貢

献が継続性を実現する要素である点は共通していた。 

発展プロセスの比較では、「地域貢献が、人々の共感を得て事業活動に対する社会的評価

を高める」、「社会的評価の高まりによって事業活動を継続及び発展させようとする経営支

援者が出現する」という 2点が共通していた。 

ファジョーリ農場がどのようにして「地域と協同して発展する」という経営理念を実現し

ているのかを整理した結果、ファジョーリ農場の開業は 1982年と比較的新しく、アグルツ

ーリズモを展開するうえで「伝統」「希少性」という点での訴求力が十分ではないため、そ

れら 2点の強みを持つ事業主体と連携することで、外部に対する訴求力を高めていた。 

また、宿泊客を連携する事業主体に案内することで、ファジョーリ農場が保有しない体

験・学習機会を提供することを可能にし、連携する事業主体にとっては、顧客の獲得や商品・

サービスの販売機会の獲得となることで、地域と共同して発展することを可能にしていた。 

また、事例農場のような事業展開を可能にする背景には、小規模な基礎自治体の存在、地

域の独自性を重視する法制度、厳格でありながらビジネスプランを重視する行政支援施策

があり、それらが農村活性化に有効に作用していることも示唆された。 

  

注 

1 ファジョーリ農場は伝統産業など農業以外の分野とも連携しているため、他分野の事業
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体も調査対象に含む。 

2 現地調査と、ファジョーリ農場の経営者、ファウスト・ファジョーリ氏、及び農場関係

者からの聞き取り調査による。 

3 当該農場が所在するチヴィテッラ ディ ロマーニャ市は人口約 3,800名の小規模な基

礎自治体であるため市長は獣医との兼職であり、週のうち時間を決めてパートタイマー

的に役所に登庁している。登庁時の主な仕事は住民との直接対話であり、小さいというメ

リットを活かして住民とのコミュニケーションをとりつつ市政に反映させている。この

行政規模が小さい故に可能となる直接対話が地域の一体感やコンセンサスの醸成に役立

っていると思われる。また、ファジョーリ氏と市長は頻繁に意見交換や政策立案の協議を

している。 

4 社会的協同組合は田中（2004）に詳しい。 

5 当該市中心部は山岳地の高台にあり交通不便のため、1960 年代の人口約 13,000 人が現

在では約 3,000人に減少しており、住民の 65歳以上が 60％を超えて高齢化が進行してい

る。商店街は約 200mの小規模な通りであり、個々の店舗を注意して見ると廃業もしくは

空き店舗になっているところが相当数あることに気付く。しかしながら単に街歩きをし

ているだけでは廃業店は無く活況のように見える。この要因は、空き店舗であってもシャ

ッターや鎧戸を閉めず、ドアや窓の内側を花やカーテン、人形などで飾ることで寂れた景

観を感じさせない努力がなされているからである。 

この努力は、シャッター街の増加に悩む地方都市にとって、大きな経費をかけずに景観

を保つ施策の示唆になろうと思われる。 
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結章 研究のまとめと成果及び残された課題 

 

第 1 節 研究のまとめ 

 

本研究は、農村地域活性化を実現するため、CB が地域活性化に及ぼす効果を焦点としつ

つ、その創出から発展のプロセスを明らかにすることを課題として考察を行った。 

そのため、次の３つの課題を設定し、各章でそれぞれの課題を明らかにした。 

 

① CB の発展プロセスを明らかにする課題 

先行研究から CB を構成する要素を共通の理解として抽出し、共通の理解に基づいて

発展段階をモデル化する 

② CB が地域活性化に及ぼす効果を明らかにする課題 

CB の事業形態を類型化し、類型別の地域活性化に及ぼす効果を整理する 

③ CB において地域貢献と利益確保をすり合わせる課題 

1）行政と住民が地域政策の課題を共有し CB を展開することで、どのようにして地域

活性化を実現するのか 

2）限界集落で CB を展開することで、どのようにして地域活性化を実現するのか 

 

 序章では、研究課題に接近するため、上記 3 つの課題を明らかにする必要性を論じた。 

第１章では、①の課題に対応し、CB に対する共通の理解を構築するために CB の構成要

素に言及している先行研究を整理し、構成要素の共通項を抽出するとともに各構成要素の

意味を説明し、CB の定義づけをした。そして事例研究から CB の発展プロセスにおける

それら構成要素の発現時期や様相を把握することにより発展段階のモデルを構築した。 

第 2 章では、②の課題に対応し、①と同じ分析対象による事例研究から CB の事業形態

の類型化を行い、事業形態の類型別の地域活性化に及ぼす効果を整理した。 

第 1 章と第 2 章で課題①と②を明らかにすることにより、課題③本来異質なコミュニティ

に対する地域貢献とビジネス面での利益確保のすり合わせが、どのようなプロセスを経て

可能になるのか、また、地域活性化を実現するためどのようにして異質なものをすり合わ

せるのか、を解明する分析フレームを得た。 

第 3 章では、③ －1）の課題に対応し、行政と住民が地域政策の課題を共有し、どのよ

うにして地域活性化を実現するか 

第 4 章では、③ －2）の課題に対応し、限界集落においてどのようにして地域活性化を

実現するかについて、それぞれ行政職員である筆者が「このようにすれば地域活性化が実

現するのではないかと考えた施策」を主観的仮説と見立て、主観的仮説に基づいて筆者が

地域住民や関係諸機関とともに実行した「行政施策」（客観的事実）の結果を自省的に検

証・考察することで明らかにした。第 3、4 章の考察には課題①と②で得た分析フレームを



94 

 

用いた。  

なお、補章では、イタリアにおける地域活性化の実践事例を紹介し、第 1 章から第 4 章

までの考察結果と比較した。 

各章のまとめと結論は、以下の通りである。 

 

1．序章のまとめ 

 

序章では、農村活性化を目的とする経済事業を CB として展開する具体的な視座として、

守屋（2000）を参考にし、農村活性化を実現するためには、農村住民の生活面を向上させよ

うとする地域貢献のための行動と、農業経営における生産面の向上すなわち利益確保のた

めの行動を両立させることが必要であることを把握した。 

同時に、地域貢献のための行動と利益確保のための行動は本来異質な行動であるため、農

村活性化を目的とする経済事業を CB として展開し、その創出と発展のプロセスを検討す

るためには、本来異質なコミュニティに対する地域貢献とビジネスにおける利益確保をど

のようにすり合わせるかという視座をもちながら考察することが肝要であることを把握し

た。 

また、地域活性化の概念を提示するため先行研究を整理し、「生産面において地域の経済

活動が向上すること、生活面において地域の社会生活の質が向上することの双方、もしくは

少なくともどちらかが実現すること」と定義した。 

さらに CB に関する先行研究から、CB の研究蓄積が浅いことを確認し、CB の創出から

発展のプロセスを研究するには、CB に対する「共通の理解」を構築し、CB が起業から一

定の成果を収めるまでを時系列分析する必要があることと、CB が農村活性化に及ぼす効果

については、事業形態の類型化と類型別の地域活性化に及ぼす効果を整理する必要性があ

ることを把握した。 

加えて、村山（2009）の指摘から、行政と農村住民が地域政策の課題を共有し、どのよう

にして生産面における経済活動や生活面における社会生活の質を向上させるのかを研究す

る必要があること、小田切（2009）の指摘から限界集落においてもどのようにして経済活

動や社会生活の質を向上させるのかを研究する必要があることを把握した。 

 

2．第 1 章のまとめと結論 

 

「コミュニティ・ビジネス発展段階のモデル化に向けた一考察―非営利組織が経営するワ

イナリーを事例として―」では、CB の発展段階を明らかにするため、先行研究から CB の

構成要素として、自発性、コミュニティ性、非営利性、継続性の 4 つを抽出した。 

そのうえで（神原 2005）を取り込んだ CB の仮説的発展段階と構成要素の発現時期を示

した。そして、5 つの事例ワイナリーの発展段階を聞き取り調査し、共通する設立展開過程
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を分析した。次いで、神原モデルを取り込んだ仮説的発展段階と分析結果を比較した。 

その結果、調査対象のワイナリーでは「個人レベル」、「社会レベル」、「経済レベル」、「社

会経済統合レベル」の順に発展していることを明らかにした。 

また、①「個人レベル」では、主体が地域課題を認識し、それを事業活動で解決するため

の行動を開始するため、主体が行動を開始する段階で自発性が発現すること、②「社会レベ

ル」では、主体と賛同者が地域課題を共有し、事業主体が組織化されるため、組織が形成さ

れた段階でコミュニティ性が発現すること、③「経済レベル」では、事業主体が財・サービ

スの提供を開始し、自らの利益を最大化するよりも地域貢献を優先する事業活動を展開す

るため、事業活動を開始した段階で非営利性が発現し、非営利性の発揮による地域貢献が、

地域の人々の共感を得て事業活動に対する社会的評価を高めること、④「社会経済統合レベ

ル」では、「経済レベル」における社会的評価の高まりによって事業活動を継続及び発展さ

せようとする経営支援者が出現し、経営支援者は、事業主体とは別の支援組織を形成するか

事業主体の組織に加入していること、及びこれら支援組織の形成や加入者の出現は地域課

題を共有する組織の拡大であり、CB の構成要素の視点からはコミュニティ性の拡大と捉え

られた。 

加えて、事業主体はコミュニティ性の拡大による経営支援を得ることで、事業を持続的に

継続させる経営資源を備えるため、継続性は CB が「社会経済統合レベル」まで発展するこ

とで発現することを明らかにした。 

  

3 第 2 章のまとめと結論 

 

「コミュニティ・ビジネスが地域活性化に及ぼす効果」では、第 1 章で分析対象とした非

営利組織が経営するワイナリーは、それぞれ解決を目指す地域課題が異なるため、その相違

によって地域活性化への効果も異なるものと考えられた。 

そのため、再度それらのワイナリーの組織形態と地域課題に着目し、各事業主体の事業形

態を類型化することで、それぞれの事業形態が地域活性化にどのように効果を及ぼすかを

明らかにしようとした。 

その結果、組織形態はボランティア型組織と私企業型組織に分類され、地域課題は、生活

課題解決型と生産課題解決型に分類された。 

また、生活課題解決型の CB は地域に不足する財・サービスを地域内に提供する事業形態 

であり、ボランティア型組織が適していること、生活面において社会生活の質を向上させる

ことを指摘した。生産課題解決型の CB は地域に存在する資源を活用し、地域の内外に財・

サービスを提供する事業形態であり、私企業型組織が適していること、生産面において経済

活動を向上させることを指摘した。 

第 3 章、第 4 章の要約に用いるため、表 2－4 CB の類型別事業形態を再掲する。 

 



96 

 

 

 ボランティア型組織 私企業型組織 

生活課題解決型 モデル１ モデル２ 

生産課題解決型 モデル３ モデル４ 

資料：筆者作成 

 

4．第 3 章のまとめと結論 

 

「行政と住民が地域政策の課題を共有する農村地域活性化の実現―三重県伊賀市菜の花

プロジェクトを事例として―」では、行政と農村住民が遊休農地解消を地域政策の課題とし

て共有し解決するため、伊賀市が菜の花プロジェクトにおいて実施した行政施策と、その結

果得られた地域活性化の効果を考察し、菜の花プロジェクトに参加する CB の事業主体に

おいて本来異質な地域貢献と利益確保のすり合わせがどのようになされたのかを明らかに

することを課題とした。 

本章の分析では、①伊賀市の菜の花プロジェクト担当職員であった筆者が、プロジェクト

を成功に導き農村地域活性化を実現するためにどうすればよいのかと考えた施策を主観的

仮説と見立て、主観的仮説に基づいて実施した行政施策（客観的事実）を提示した。 

次いで②行政施策を実施した結果、新たにCBを開始したナタネ栽培主体（郷づくりの会）

がどのように対応したのかを行動プロセスとして把握するとともに、第 1 章で示した CB 発

展段階モデルと比較した。 

そして、③菜の花プロジェクトを実施することで得られた地域活性化の効果、及び地域貢

献と利益確保のすり合わせがどのようになされたのかを第 2 章の考察結果を用いて明らか

にした。 

②の分析の結果、郷づくりの会の行動プロセスは、1）地域住民が景観の悪化を認識し、

景観向上のため、ひまわり、ナタネの栽培を開始するとともに試行的にナタネ油を搾油委託

した段階（認識と行動）。2）伊賀市菜の花プロジェクトの開始を契機に「郷づくりの会」を

組織化した段階。3）ナタネ栽培圃場、汎用コンバイン、作業労働のマンパワーなど経営資

源を調達した段階。4）菜の花プロジェクトに参加し、ナタネを栽培するとともに「長田の

菜種油」の販売を開始した段階。5）地区の女性たちや、JA 理事会から事業活動の評価を得

た段階。6）JA による販売支援を得ることや地区の女性達が販売促進活動に参加すること

で事業を持続的に継続させる経営資源を備えた段階であった。 

上述のように、菜の花プロジェクトを実施した結果、郷づくりの会が CB を創出し発展さ

せたプロセスは、第 1 章で示した CB の発展段階モデルと同様であり、モデルの有効性が

確認できた。 

③の分析結果は以下の通りである。 

表 2－4 CB の類型別事業形態 
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1）地域活性化の効果 

郷づくりの会は CB の事業継続に必要な利益を「長田の菜種油」の販売で必ず確保しなけ

ればならない状況になり、モデル 1 の事業形態が発揮する地域活性化の効果を保ちつつ、

生産課題解決型のモデル 3 の事業形態に変容する必要性が生じた。 

このことから、郷づくりの会は、モデル 3 の事業形態でありながら、生活維持的経済事業

と生活改善的経済事業（小田切 2009）を併せて行い、社会・生活的な効果と経済的な効果

（小川 2013）を双方発揮するようになった。 

2）地域貢献と利益確保のすり合わせ 

郷づくりの会は遊休農地解消という地域貢献を目的に CB を開始したが、利益確保とす

り合わせる必要が生じたためモデル 3 の事業形態に変容した。変容を可能にしたのは、「長

田の菜種油」として製品を地域に持ち帰り独自ブランドとして販売することでナタネを原

料として出荷するよりも大きな利益獲得が可能となる条例の制定であった。加えて、商品に

「長田」という地名を冠することで、伊賀市で最初にナタネ栽培にとりくんだ誇りを維持し

たい、長田地区住民の地域に住む誇りを醸成したい、子供たちに、地産地消の大切さを学ば

せ郷土愛を育ませたい、という思いがあったからであった。 

 

5．第 4 章のまとめと結論 

 

「限界集落における CB の創出と地域活性化の実現―三重県伊賀市上高尾地区の取り組

みを事例として―」では、限界集落を対象にして、伊賀市が実施した地域活性化のモデル事

業と、その結果創出された CB の地域活性化効果を考察し、限界集落の住民組織において

本来は異質な地域貢献と利益確保のすり合わせがどのようになされたのかを明らかにする

ことを課題とした。 

本章の分析では、①伊賀市の限界集落活性化モデル事業（以下「モデル事業」と略す）担

当職員であった筆者が、モデル事業を成功に導き農村地域活性化を実現するためにどうす

ればよいのかと考えた施策を主観的仮説と見立て、主観的仮説に基づいて実施した行政施

策（客観的事実）を提示した。 

次いで②行政施策を実施した結果、上高尾地区の住民がどのように対応したのかを行動プ

ロセスとして把握するとともに、第 1 章で示した CB 発展段階モデルと比較した。 

そして、③モデル事業を実施することで得られた地域活性化の効果、及び地域貢献と利益

確保のすり合わせがどのようになされたのかを第 2 章の考察結果を用いて明らかにした。 

②の分析の結果、上高尾地区住民の行動プロセスは、1）地域住民が高尾地区の高齢化・

過疎化を認識し、「高尾活性化計画」を策定した段階（認識と行動）。2）モデル事業の提案

を受けいれ交流事業を開催し、その継続のため「上高尾の会」を組織化した段階。3）米の

有利販売のため経営資源を調達した段階。4）上高尾源流米の販売を開始し、接客能力や女

性の積極的な活動参加を得た段階。5）女性会員が中心となり藁灰コンニャクの製造販売を
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行い、上高尾の特産品として評価を得た段階。6）活動に対する支援者が増加し、事業を持

続的に継続させる経営資源を備えた段階であった。 

上述のように、モデル事業を実施した結果、上高尾地区住民が CB を創出し発展させたプ

ロセスは、第 1 章で示した CB の発展段階モデルと同様であり、モデルの有効性が確認で

きた。 

③の分析の結果は以下の通りである。 

1）地域活性化の効果 

上高尾の会の活動は、「地区住民間のコミュニケーションの質と量を向上させたい」、とい

う生活の質的向上を課題とし、無報酬で都市農村交流事業行うボランティア的な組織であ

った。よって、上高尾の会は活動開始時点では CB の創出には至っていなものの、組織の性

格としては、モデル 1 的な事業形態であった。また、上高尾の会の都市農村交流事業は、地

域の魅力を都市住民から評価され、地域に住む誇りといった精神面での効用を高めた活動

であり、地域活性化への効果という視点からは、社会・生活的な効果（小川 2013）を目指

した生活維持的経済事業（小田切 2009）であった。 

しかし、上高尾源流米の販売、すなわち CB の創出は、モデル 1 的な性格を有する上高尾

の会の事業活動に、ボランティア型組織が、地域に存在する資源（米）を、新たな財・サー

ビス（上高尾源流米）として広域的に提供する、生産課題解決型モデル 3 の事業形態を付加

したといえる。 

さらに、藁灰コンニャクづくりの CB を開始したことは、地域にある資源（コンニャク芋）

を新たな財・サービス（藁灰コンニャク）として広域的に提供する、生産課題解決型モデル

3 の事業形態に発展したといえる。また、藁灰コンニャクの評価が高いため、上高尾の会を

私企業型組織モデル 4 に変容させる潜在力を獲得したといえる。 

これらのことを地域活性化の視点から整理すると、上高尾の会は、モデル 1 的な事業形

態である、生活維持的経済事業（小田切 2009）を行うことで社会・生活的な効果（小川 2013）

を発揮したととともに、生活改善的経済事業（小田切 2009）を併せて行い、経済的な効果

（小川 2013）を今以上に発揮できる潜在力を獲得したといえる。 

2）地域貢献と利益確保のすり合わせ 

上高尾の会は、生活の質向上を課題として、都市住民との交流事業を開始し、農作業体験

のために確保した圃場で減農薬栽培する米を上高尾源流米と命名し、有利な価格で販売す

ることで、上高尾の会の収入、すなわち交流事業の経費として活用している。 

また、米の注文が上高尾の会の圃場で生産される量を超えた場合は個人農家の米を有利

な価格で販売し、交流活動を盛んに行うほど、上高尾源流米の販売量が多くなり個人農家の

利益が増える仕組みとなっている。このことは、モデル 1 的な事業形態による、コミュニケ

ーションの質と量を向上させるという生活課題と、モデル 3 の事業形態による生産課題を

同時に解決し、両立させる仕組みを構築することで、本来異質な地域貢献と利益確保をすり

合わせているといえる。 
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藁灰コンニャク作りの事業形態も女性会員を中心としたボランティア型組織が生産課題

を解決しようとするモデル 3 である。また、パートを雇用するなどしてモデル 4 に事業形

態を変容させ、地域に更なる経済的効果を及ぼすことが可能な状態である。しかし、女性会

員はそれを望まず、地域の生活課題の解決に優先してとりくんでいる。 

このことは、藁灰コンニャク作りは、外面的な事業形態はモデル 3 であるものの、働く女

性会員にとっては、今まで出来なかった自己実現や地域貢献の場として機能しており、内面

的な事業性格は、自分たちの生活の質を向上させようとするモデル 1 の事業であるからだ

と考える。すなわち、外面的事業形態は、経済的な効果（小川 2013）を発揮する CB であ

るものの、内面的な事業性格は社会・生活的な効果（小川 2013）を発揮する CB であり、

本来は異質な地域貢献と利益確保を、外面的な事業形態と内面的な事業性格を並存させる

ことですり合わせを可能にしているといえる。 

 

6．補章のまとめ 

「イタリアにおける農村活性化の事業主体と日本における CB との比較―ファジョーリ

農場を主たる調査対象として―」は、「第 3 のイタリア」の中心的地域であるエミリア＝ロ

マーニャ州・ロマーニャ地域において「地域と協同して発展する」ことを経営理念とし、イ

タリアにおける農村観光の先駆的事業体として著名なファジョーリ農場の事業展開の様相

を把握し、日本における CB と比較した。 

比較の結果、構成要素では共通点がほとんど見いだせなかった。ただし、地域貢献が継続

性を実現する要素である点は共通していた。 

発展プロセスの比較では、「地域貢献が、人々の共感を得て事業活動に対する社会的評価

を高める」、「社会的評価の高まりによって事業活動を継続及び発展させようとする経営支

援者が出現する」点が共通していた。 

  

第 2 節 研究の成果 

 

本研究は、農村地域活性化を実現するため、CB が地域活性化に及ぼす効果を焦点にして、

その創出から発展のプロセスを考察した。 

CB の発展プロセスは、第１章より、先行研究で理想論的に整理されていた発展段階を実

証的検証に基づき考察すること、および先行研究から CB の 4 つの構成要素を抽出し、ど

の段階でそれら構成要素が出現するのかを明らかにすることで、独自の CB 発展段階モデ

ルを構築した。この CB 発展段階モデルは第 3、4 章の実証的検証によっても有効であるこ

とが明らかになった。 

また、モデル構築の結果、CB の創出には構成要素のうち、自発性とコミュニティ性が重

要であり、CB の発展には非営利性の発揮によってコミュニティ性を拡大させることが重要

であることが明らかになった。さらに、継続性については、コミュニティ性が拡大し、事業
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を持続的に継続させる経営資源を備えることで発現することを明らかにし、経営資源獲得

のための要件を整理した。 

CB が地域活性化に及ぼす効果については、第 2 章より、組織形態と地域課題から CB の

事業形態を 4 つに分類した。その上で、ボランティア型の組織が生活課題解決のために地

域内に必要な財・サービスを提供する CB は存続が容易であり、社会・生活的な地域活性化

に効果があること、私企業型の組織が生産課題解決のために地域に存在する資源を活用し

地域の内外に財・サービスを提供する CB は他の営利企業との競争にさらされるが、経済的

な地域活性化に効果があることを指摘した。 

これら、CB 発展段階モデル構築と CB の類型別事業形態が地域活性化に及ぼす効果を研

究フレームとして、第 3、4 章で実証的検証を行った。 

第 3 章では、行政と住民が地域政策の課題を共有する CB における地域活性化効果と、

地域貢献と利益確保をどのようにすり合わせるのかを考察した。その結果、当初住民が望ん

だ社会・生活的な効果と行政が期待した経済的効果を、CB の事業形態を変容させることで

実現していることを明らかにした。また、地域貢献と利益確保のすりあわせを継続させるに

は、行政が多様な事業主体間に互酬関係が構築されるよう配慮する必要があることを指摘

した。 

第 4 章では、限界集落で展開する CB における地域活性化効果と、地域貢献と利益確保

をどのようにすり合わせるのかを考察した。その結果、都市農村交流事業を継続したことで、

生産課題解決型の CB が創出され経済的な効果を実現するとともに、CB の事業活動が住民

間のコミュニケーションの質と量を向上させ、社会・生活的な効果も実現していることを明

らかにした。また、当該 CB の外面的な事業形態は、経済的な効果を発揮する CB であるも

のの、内面的な事業性格は社会・生活的な効果を発揮する CB であり、それらの事業形態と

事業性格を並存させることで地域貢献と利益確保のすり合わせを可能にしていることを明

らかにした。 

本研究の考察により、CB は、農村地域活性化に有効な手段であると結論づけたい。 

特に、農村に存在する、農産物、農地、景観などの有形の資源、農産物の栽培技術、農産

加工技術、薄らいできたとはいえ今なお残る共同体意識などの無形の資源、これら有形・無

形の地域に存在する資源を活用して地域の内外に財・サービスを提供するタイプの CB が

農村活性化に有効であることを本研究で論述できたと考える。 

また、本研究は農業会計学がこれまで大きな問題としてきた課題の解決に資する一定

の方向も示唆していると考えられる。そこで、最後にこの方向の概要をスケッチ的に述

べておこう。 

本研究では、地域貢献と利益確保を異質なものであると論じてきた。その理由は、社

会経済的な行動として異質であるということだけでなく、計測単位が異なるか、もしく

は存在しないからである。利益に関しては金額で計測できるが、地域貢献に関しては地

域住民に対する精神的効用、物質的効用、また地域社会に対する生活課題を解決する効
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用、生産課題を解決する効用など、おおよそ挙げきれない多様な効用が存在し、管見で

は金額で計測できないだけでなく単一の計測単位も存在しない。 

香川・小田（2008）は、共同経営や集落営農といった形態の農業経営の中には国庫補

助金等を受給している経営も多く、そのような場合、農業経営には,その活用状況と結

果に関する情報を国民に開示する義務があると指摘し、社会貢献の情報を従前の貨幣単

位で計測された情報のみならず, これを物量情報や記述情報にまで拡張しなければな

らないと論じる。しかし、従前の会計情報ならば、計測単位が単一であるので結果を他

の企業と比較したり, 時系列的に吟味したりできるが、物量情報や記述情報はそれが不

可能であり、会計情報概念そのものを拡張する必要性を併せて指摘している。 

会計情報概念拡張の必要性は、柏（1981）が、農業の三経営要素（土地、労働力、資

本財）の数量単位がばらばらであり、労働には価格が存在するが, 労働力には価格が存

在しないと指摘したように、大槻農業経営学に依拠していると考える。 

本研究では、少なくとも本来は異質な地域貢献と利益確保をすり合わせることが可能

であることは明らかにした。このことは、会計情報概念の拡張に何らかの示唆を与える

のではないだろうか。今後の議論を待ちたい。 

 

第 3 節 残された課題 

 

最後に本研究の成果から導かれる今後の課題を各章ごとに述べる。 

序章では、地域活性化の概念を、岡田（2005）、小川（2013）、小田切（2011）に依拠し、

「生産面において地域の経済活動が向上すること、生活面において地域の社会生活の質が

向上することの双方、もしくは少なくともどちらかが実現すること」と定義したが、地域活

性化は、我が国における喫緊の課題であり、地域活性化の定義づけに特化した踏み込んだ研

究が必要である。 

第 1 章では、CB の発展段階モデル化を試みたが、ワインなどの農産加工分野での有効性

が確認できたが、福祉や教育、環境といった他分野の CB について本研究の発展モデルが有

効だとは限らないため今後は異なる事業分野を横断的に分析する必要がある。 

第 2 章では、CB が地域活性化に及ぼす効果を考察するため、CB の類型別事業形態を組

織形態と地域課題を視点として分類したが、その他の分類視点が存在する可能性がある。 

第 3 章では、CB の事業主体を事例にして、行政と住民が地域政策の課題を共有する農村

地域活性化の実現について分析したが、分析結果は多額の公的財源を活用した事例に基づ

いている。今後は、極力財政措置を伴わずに「しくみづくり」に主眼を置いた研究が必要と

考える。 

第 4 章では、限界集落における CB の創出と地域活性化の効果について分析した。この

事例では、都市農村交流の実現・持続、CB の創出・発展と、すべての段階で行政をはじめ

とする外部支援を得ていた。しかし、全国で 1 万を超える限界集落が全て本事例のような
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外部支援を受けることは現実的に不可能であり、今後は、限界集落の住民自らが行動し外部

支援を獲得している事例の分析や、限界集落の住民の視線を外部に向かせ、自ら外部支援を

獲得する手法の研究が必要となると考える。 
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秋津元輝先生（京都大学）と辻村英之先生（京都大学）には、本論文の査読をお引き受け

下さり、有益なご指摘や丁寧なご指導を多数頂戴しました。先生方にはお忙しい中時間を割

いていただき、感謝申し上げます。 

伊庭治彦先生（京都大学）には、課題の設定や論文の構成など論文執筆にご指導頂きまし

た。坂本清彦先生（京都大学）には、研究論文の作成が進まず悩んでいた時期に、時系列に

考えてみてはどうか、とご指導いただきました。坂本先生の懇切なご指導なくしては研究を

進められなかったと思います。川崎訓昭先生（京都大学）には、常に親切に接していただき

研究の基本を教えていただきました。大原興太郎先生（三重大学）には、幾度も懇切にご指

導いただきました。研究論文の執筆では査読者への対応に苦慮しましたが、査読者の一言一

句に対応しようとするのではなく指摘箇所の何が問題なのかを俯瞰的に考えなさいとご指

導頂きました。大原先生のご指導なくしては研究論文を書き上げることが出来なかったと

思っています。金相俊先生（近畿大学）には、自信を持って執筆することの大切さを何度も

ご指導いただきました。長命洋佑先生（九州大学）の研究に対する真摯な姿勢からは多くの

ことを学びました。本田恭子先生（岡山大学）には、幅広く先行研究を読む大切さを教えて

いただきました。多くの先生からご指導を賜りましたことに、感謝を申し上げます。 

また、本論文は調査地の方々から多くのご協力を頂きました。煩雑な調査に快くご協力い

ただいた皆様方に心よりお礼申し上げます。地域貢献を目的に活動されるワイナリーの皆

様、長田ナタネの郷づくりの会の皆様、小上野営農組合の皆様、ふるさと作り上高尾の会の

皆様、からは、調査の実施に際し格段のお力添えを賜りました。本論文の成果が少しでも地

域づくりのお役に立つことがあれば望外の幸せです。 

そして、研究室内外の皆様方にも大変お世話になりました。伊藤浩正氏（株式会社農楽）、

研究室で親切に接して下さった、長谷祐氏（株式会社農林中金総合研究所）をはじめ院生の

皆さんにもお礼申し上げます。 

最後に、筆者が社会人学生となりさまざまな負担をかけたものの、常に理解し応援し続け

てくれた妻に深く感謝致します。 
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