
○近代化産業遺産の活用による地域への集客促進
（例）九州・山口近代化産業遺産群、富岡製糸場 等

○文化・芸術の活用による新たな価値の創造
（例）十和田市現代美術館、大地の芸術祭 等

○伝統工芸品等の地域資源を活用した地域集客力の向上
（例）越前伝統工芸連携プログラム、加賀蒔絵 等

○健康ツーリズム等を活用した国内外の需要の取り込み
（例）能登の湯宿とＰＥＴ－ＣＴ健診の旅、薬膳ツーリズム 等

○映像コンテンツ活用による観光集客の促進（北海道）

○地域の持つ有形無形の観光資源を活かし、観光・集客交流を活性化。
○地域への愛着や誇りの醸成、地域ブランドの確立。

観光交流発展化モデル

１．コンセプト

２．イメージ
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３．施策の方向性

○観光資源の魅力向上に向けた多様な主体間連携の強化
－ 景勝地、温泉、伝統工芸、近代化遺産、産業関連施設の観光資源

を、食、泊、体験等とパッケージ化して提供。
－ 自治体、商工・観光関係団体、各種サービス業や地場産業・企業

の連携に向けた「場」の設定や旅行会社等観光産業と地域との連携
による周遊ツアーの設定等提案力の強化を推進。

○地域産業プロデュース人材の発掘とネットワーク化【再掲】

○海外も視野に入れたマーケティング・集客力向上
－ 観光資源に関する情報を集約し、国内外に発信することで、観光

集客の向上を図る。
－ 海外富裕層向けビジネスのような未確立な市場をターゲットに、

全国各地に存在する高品質な和のコンテンツの発掘や特別な体験プ
ログラムの提供など、特定の顧客層向けの専門マーケットを創出す
ることで、国外需要開拓を図る取組を戦略的に推進。
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近代化産業遺産の活用による地域への集客促進

○日本各地には、我が国産業の近代化の過程を物語る歴史的建造物、機械、文書などの「近代
化産業遺産」が多数存在。

○これら「近代化産業遺産」については、観光資源等としての活用による、地域活性化への貢
献を期待。

九州・山口近代化産業遺産群

・ 「九州・山口の近代化産業遺産群
（22件）」については、長崎市の端島
（軍艦島）や鹿児島市の集成館、山口
県萩市の松下村塾など、为要な観光ス
ポットとなっているものが数多く存在。

・九州・山口の関係自治体（６県12市）
では、ユネスコの世界遺産の登録を
目指し、平成21年１月には世界遺産
の暫定一覧表に記載されるなど、専
門家からも世界的な評価を受ける。
・地元でも、同遺産群を地域資源として
有効活用し、後世に伝え、観光振興に
繋げようという意識が高まりつつある。

端島（軍艦島）（長崎市） 旧集成館機械工場（鹿児島市）

富岡製糸場（群馬県）

・とみおか観光まちづくり推進協議会
を中心に地域が一体となり、「富岡製
糸場」を核に観光を基軸としたまちづ
くりに取り組み、来訪者の増加と地域
コミュニティの再構築を目指している。
・市民意識の醸成のためのシンポジ
ウム開催や、市民参加型のまちづくり
ホームページの公開・運用等の取り
組みを支援中。
・近代化産業遺産を用いた観光周遊
のモデルルートの構築及びノウハウ
の普及を推進。

富岡製糸場

生野銀山（兵庫県）

・地域の商工会議所、旅行会社等か
ら構成される「銀の馬車道ネットワー
ク協議会」を核として、観光等による
地域活性化に向けた取組が地域为導
で展開。
・案内看板の設置、銀の馬車道を周
辺の観光資源とともに巡るツアーバス
の企画、観光ボランティアガイドの活
動支援、地域の交流イベントの開催
等、地域への集客促進を図っている。

生野鉱山寮馬車道【銀の馬車道】
（鉱山関連物資輸送のために整備された道）
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（参考）近代化産業遺産を組み込んだ観光周遊の例

「近代化産業遺産」の観光資源としての魅力・質を高め、より一層観光客を呼び込むために、これら「近代化産業
遺産」を用いた観光周遊のモデルルートを地域ﾌﾞﾛｯｸごとに作成・普及し、地域活性化につなげることを推進。

●尚古集成館（旧集成館機械工場） 〒892-0871鹿児島県鹿児島市吉野町9698-1 8:30～17:30（大人1,000円、年中無休）
薩摩藩第２８代当为島津斉彬によって始められた集成館事業の一環として、１９２３年５月２２日に開館した。現在は島津興業によって運営され、島津家に関する史
料や薩摩切子、薩摩焼などを展示する。本館は１８６５年に建てられたもので、国の重要文化財である。仙巌園に隣接する。日本で初めてアーチを採用した石造洋風
建築物。 ＜標準見学時間：40分＞

○仙巌園 〒892-0871鹿児島県鹿児島市吉野町磯9700-1 8:30～17:30（大人1,000円、年中無休）
１６５８年（万治元年）に薩摩藩为、島津光久により別邸として造園された名勝、庭園。磯庭園とも呼ばれる。ダイナミックな自然を生かし、桜島と錦江湾を借景として
取り入れた雄大な展望が素晴らしい。近代日本発祥の地でもあることから、反射炉跡や御殿、日本初のガス灯・鶴燈籠、曲水の庭など数多くの近代産業史跡も見学
可能。 ＜標準見学時間：60分＞

○磯工芸館（旧島津家吉野殖林所） 〒892-0871鹿児島県鹿児島市吉野町9688-24 8:30～17:30（無料、年中無休）
磯工芸館の建物は、鹿児島市吉野町から鹿児島市吉田町にかけて広がっていた吉野植林所の事務所として、１９０９年（明治４２年）に建てられたもので、昭和６１
年現在地に移築されたもの。そして、文化庁より登録有形文化財に指定された。薩摩切子の工房が隣接しており、かつて薩摩切子を生み出した集成館の工場群の
あったこの磯地区で、現在も切子が作られている。工房も見学可能。 ＜標準見学時間：30分＞

●旧鹿児島紡績所技師館 〒892-0871鹿児島県鹿児島市吉野町9685-15 9:00～17:00（無料、水曜・年末年始休み）
島津の磯庭園（仙厳園）に隣接した場所にあり、イギリスから招いた紡績工場の技師たちが滞在した本格的な木造洋館。一階部分は広く空間を取ってあり、実際以
上に広々としたスペースを感じることが出来る開放的な構造になっている。四面に設けられたバルコニーと多面形のポーチが独特な雰囲気を醸し出している。建物自
体は初期のものらしく、小屋組みには日本の技術と尺寸が使われている。 ＜標準見学時間：20分＞

○維新ふるさと館 〒892-0846鹿児島県鹿児島市加治屋町23-1 9:00～17:00（300円、年中無休)
幕末から明治維新に活躍した西郷隆盛や大久保利通などの生誕地であり、「維新のふるさと」とも言える加治屋町に位置している。近代日本の原動力となった鹿児
島の歴史や先人たちの偉業などを、映像・ジオラマ（模型）・ロボットなどハイテク技術を使った多彩な展示・演出によって、楽しく分かりやすく紹介している。
＜標準見学時間：30分＞

○桜島ビジターセンター 〒891-1419鹿児島県鹿児島市桜島横山町1722-29 9:00～17:00（無料、年中無休）
鹿児島県の錦江湾（正式には鹿児島湾）にある東西約１２km、南北約１０km、周囲約５５km、面積約７７km²の半島。かつては文字通り島であったが１９１４年（大正３
年）の噴火により大隅半島と陸続きとなった。御岳と呼ばれる活火山によって形成され、頻繁に噴火を繰り返してきた歴史を持ち、現在も噴火を続けている。鹿児島の
シンボルの一つで、２００７年、日本の地質百選に選定された。火山爆発の歴史、活動のメカニズムを展示・解説。 ＜標準見学時間：60分＞

（注）●：近代化産業遺産 ○：その他の観光資源幕末の薩摩ルネッサンスを巡るルート

距離：0.0ｋｍ／所要時間：0分

距離：2.9ｋｍ／所要時間：車で12分

距離：0.2ｋｍ／所要時間：車で2分

距離：5.2km／所要時間：車で13分

鹿児島港まで、距離：4.0km／所要時間：10分、鹿児島港から桜島港まで高速船で約15分、
ビジターセンターまで、距離：0.5km／所要時間：車で3分

＜合計＞移動距離：約13km／所要時間：約5時間（300分） （40）
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健康ツーリズム等を活用した国内外の需要開拓

○日本は、医療もさることながら、日本の食生活・習慣や検診制度も国際的に評価されている。
○身体癒し系、エンターテイメント、観光等他のサービス産業と連動させながら、全体として質

の高い健康面に配慮したコンテンツを構築。国内外の需要を取り込み、地域活性化を促進。

日本初バリアフリー観光

（沖縄県）

・沖縄県久米島町では、食物アレ
ルギーの子供を持つ方々に対し
て、安心して家族で旅行できるバ
リアフリー観光を日本で初めて開
発。
・シェフの作るアレルギー対応食、
２４時間対応病院、アレルギー配
慮の野外活動、海洋深層水スパ
等、島内の事業者が連携してもて
なす旅行商品を提供。
・地域住民・企業が一帯となった
サポート体制により、年間百名以
上のツアー客を呼び込む等徐々
に規模を拡大中。

【アレルギー対応食】【水陸両用車椅子】

薬膳ツーリズム

（新潟県）

・新潟県では、県内における健康関連
ビジネスの創出を目的として、健康ビ
ジネス支援の施策「健康ビジネス連
峰」の推進により、新潟発の健康ビジ
ネス事例の輩出を図っている。
・その事例として、医療と観光との連
携策として、旅館や農家とも連携した
薬草に着目をした健康ツアーの展開
などがある。

薬膳ツーリズム

薬膳料理

・恵寿総合病院（石川県七尾市）
は、日本旅行と組んで、ＰＥＴ健
診と近接する和倉温泉での宿泊を
セットにしたツアーを首都圏で販
売。関西や東海圏からのツアーも
受け入れ、団塊世代向けに観光と
健診の需要を喚起。

能登の湯宿とＰＥＴ－ＣＴ健診の旅

（石川県）

【けいじゅPET-CT・リニアックセンター】
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文化・芸術の活用による新たな価値の創造

○地域が独自に持つ、歴史的遺産や街並み、芸術や芸能といった、文化や歴史に関する有形無
形の資産は、体験の場を通じて、精神的な価値に結びつき得る。

○このため、その地域における独自の文化芸術等の地域資産を活かすとともに、大都市のクリ
エイティブ層とのネットワークも活用しながら、新たな価値を創造し、地域活性化を促進。

大地の芸術祭（新潟県）

・新潟県越後妻有地域（新潟県十日
町市、津南町）にて、3年に一度開催
される世界最大級の現代アートイベン
ト。
・2009年7月26日～9月13日に、4回
目が開催され、38の国と地域のアー
ティストが参加、約350点の作品が展
示。
・作品は、山や川、棚田、集落の点在
する広大な地域（760㎞２）に散在して
展示、廃校や空家も活用される。イベ
ントを通じ、越後妻有の特産品の販売
や応援団づくりにも取り組む。

SMaKー棚
田に現れる
帆船

【オーストラリアの
美術家による高さ
４ｍの女性像】

十和田市現代美術館（青森県）

・現代美術館を核に
通り全体を美術館
に見立て、モダン
アートによる街作り
を実施。
・電源交付金を活用
し周辺を整備。
・全国から注目され
入館者が当初予
定の４．５万人が
１７万人へ。

【美術館及び周辺全景】

四万十また旅プロジェクト（高知県）

・四万十川の清流と四万十川を生活
の糧として暮らす人たちの日常を観
光資源とした体験型観光の取り組
み。
・「鮎」や「栗」など四万十の資源から
生まれた商品の購入をきっかけと
観光客の受け皿として、四万十川流
域の様々な業種の事業者が連携し
設立。

・商品が地域の魅力を伝え、人が訪れ、
また商品を購入するという「ものづく
り」と「観光」の循環を実現。

四万十の魅力体験型観光プログラム
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伝統工芸品等の地域資源を活用した地域集客力向上

○伝統工芸品をはじめとする高品質な地域資源やサービスの発掘。
○それらを活用した「ものづくり体験」などの集客プログラムの策定、さらには海外富裕層
（ラグジュアリー層）をターゲットとした国外需要開拓や海外バイヤーとのマッチングを促進。

○これまで活用されてこなかった潜在的な地域資源等を“地域の新たな呼び水”として地域の集客力を
向上。

・福井県丹南地域（越前市、鯖江市
等）の４つの伝統工芸（越前打刃物、
越前漆器、越前和紙、越前焼）と、食、
自然、歴史等地域固有の地域資源を
結びつけた体験プログラムを地域一
丸となって策定。伝統工芸品産地の
活性化の柱となっている。

越前伝統工芸連携プログラム

（福井県）

・江戸時代初期以来、約４００年に
わたり旧加賀藩地域に伝承され
ている加賀蒔絵は、日本の最高
級のものづくり職人による本物の
和のコンテンツとして、海外富裕
層から高い評価を受けている。通
常では公開していない工房での
人間国宝等による説明･体験･販
売など、海外富裕層向けの高品
質なサービスを提供。

加賀蒔絵

（石川県）

・国内外の多くの競馬騎手を顧客に
持つ馬具メーカー・ソメスサドル(株)
は、開拓以来の伝統を受け継ぐ馬
具作りの技術を鞄、文具等の皮革
製品の製造に生かし、品質、機能
性、耐久性に妥協のない製品として
知られる。
・同社の「砂川ファクトリー」は、
ショールームとショップを併設してお
り、多くの買い物客を集めている。

日本唯一の馬具メーカー

（北海道）

（43）
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○映像コンテンツは、特に海外における地域イメージの向上と観光集客に効果大。

○道内企業の海外等向け映像制作を促進するとともに、海外企業等のロケ誘致を強化するため、若手
映像制作人材の育成や海外映像制作機関とのネットワーク構築を推進。

映像コンテンツ活用による観光集客の促進（北海道）

『非誠勿擾（フェイチェンウーラオ）』

• 一昨年12月に公開され、劇場・
DVD等で３億人以上の中国人が
鑑賞した中国映画。

• ロケ地となった北海道がブーム
となり、中国人観光客が大幅に
増加（釧路地域への宿泊客が前
年比3倍に）。

映像コンテンツによる海外向け観光集客効果

衛星放送『北海道アワー』

• 北海道テレビ放送(株)は、平成9年からアジア向け衛
星放送『JET-TV』で道内各地を紹介する『北海道
アワー』を放映。

• これが台湾での北海道ブームの火付け役となり、台
湾からの観光客が増加。
（平成9年度：5.3万人→平成20年度：22.8万人）

（ロケ地の一つ：阿寒湖）

地域からコンテンツを創出する仕組み作り

道内企業の海外等向け映像制作の促進

• 道外・海外向け映像制作を促進し、地域映像ビジネス
を活発化するため、映像制作人材を育成（21年度）。

21年度
商品プロモーションロケ研修

海外企業等のロケ誘致強化

• 道外・海外からのロケ誘致を促進するため、若手
ロケ支援人材を育成（19～20年度）、海外映像
制作機関のキーマンを招聘したセミナーを開催
（21年度）。

20年度 野外ロケ研修

21年度

韓国、オーストラリア、
ヨルダンの映像制作
機関のキーマンを招
聘しセミナーを開催
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地域生活課題解決モデル

○地域の多様な主体の参画により、地域の活力とともに、地域住民の安心
や住みやすさを向上。

○商業施設や公共施設、オフィス、住宅などの都市機能を集約することに
より、各地域に合ったまちづくりを推進。

１．コンセプト

○地域生活インフラ支援
（例）買い物弱者への対応

○中心市街地・商店街の活性化
（例）まちづくりを通じた住みやすさの向上

○医療・介護・高齢者生活支援サービス産業の創出
（例）疾病予防等包括的支援サービス、生活見守りサービス、コミュニティバスの

運営 等

○社会の課題をビジネス的手法で解決するソーシャルビジネス
（例）ＮＰＯ法人 北海道グリーンファンド、ＮＰＯ法人 フローレンス 等

２．イメージ
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○地域ニーズへの対応やコンパクトなまちづくりの取組の強化
－ 商店街が「地域コミュニティの担い手」としての機能・役割を発

揮することによる活性化を推進。
－ 商店街や中心市街地の「身の丈に合った」規模や機能への転換に

向け、ダウンサイジングや業種転換を支援。環境にも調和したコン
パクトなまちづくりを推進。

○買い物弱者対策（官民連携ガイドラインの策定）
－ 地方自治体と民間事業者が連携して買物支援等の取組を検討する

際にガイドラインとなる先進事例や、制度の活用方法等を関係省庁
（総務省、厚労省、農水省、国交省等）と連携して整理。

○医療・介護・高齢者生活支援関連分野の産業化(戦略分野参照)

○ソーシャルビジネスの事業基盤強化
－ ソーシャルビジネスの全国的なネットワークの構築や自治体・商

工団体等との連携による支援体制の強化、企業の巻き込みやソー
シャルビジネスとの協働促進等を実施。

３．施策の方向性
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地域生活インフラ支援（買い物弱者への対応）

、、

生活バスよっかいち

利用者からの運賃収入
（１０万円／月）

行政からの補助
（３０万円／月）

四日市市 企業からの協賛金
（５０万円／月）

近隣のスーパー
等の協賛企業

地域住民

高知県

高知県民生委員
児童委員協議会連合会

車両購入費を補助

高齢者の安否確認

見守り協定により
緊急時に連絡

平均売上
10万円/日

地域を基盤とした
ＮＰＯがバスを運営
（経費：月９０万円）

地域を支える移動販売 （高知県）

住宅地で
100人／日の利用者

地域・行政・企業で支える生活バス （三重県）

路線バスが撤退した地域（四日市市）で住民が中
心となり、スーパー等の企業からの協賛金や自治
体からの補助を得ることで生活バスを運営。

地域のスーパーが山間地域に生活必需品を販売する
ために運営している移動販売車の採算が悪化したが、
高知県が車両購入費を補助することによりこの事業を
継続することが可能に。

スーパー「サンプラザ」の
移動販売車

地域住民

（車内の様子）

○買い物場所や移動手段など日常生活に不可欠な「生活インフラ」が弱体化。

○ビジネスベースでは買い物支援等が成り立たない地域について、地方自治体が費用の一部を補助し
たり、公的施設等の行政の持つリソースを有効活用することで、住民の利便性を向上。
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○地域の生活ニーズに最低限応えるための徒歩圏内の商圏をターゲットにした商業を展開。
「地域コミュニティの担い手」としての商店街がその役割・機能を発揮。

○エリア全体を一つの「施設」と仮想し、地域ニーズに沿った店舗を誘致・配置。個店が行っている保守
管理業務など「エリアマネジメント」を実施。

○商店街及び中心市街地全体の構造転換を促し、商業やにぎわいの活力を維持・向上。

まちづくりを通じた住みやすさの向上

地域住民のニーズへの対応
エリア価値の向上
「エリアマネジメント」

まち全体の構造転換

商店、農家とともに取り組む半
径３００ｍの「徒歩県内マーケット」
の開設（熊本県荒尾市）

ターゲット設定
による商業集積
に向けた取組
（福島県福島市）

不動産経営・店
舗経営の経費共
同化によるまちづ
くり資金の確保
（熊本県熊本市）

旧総合スーパー跡の空き店舗を建
て直し、食品スーパーや文化セン
ター、診療所、屋上広場などの複合
商業施設を、身の丈にあった大きさ
で中心市街地の核施設として再生。
食品スーパーを中心に周辺に核施
設がなかった道場門前商店街に回
遊性の向上によるにぎわいを創出。
（山口県山口市）

空き店舗を活用
した子育て支援
施設の運営
（愛媛県四国中
央市）
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医療・介護・高齢者総合サービス①

○地域の民間サービス事業者と医療・介護機関、自治体等の連携円滑化を促進。

○健康、防犯、買物等の日常生活に密着したサービスの充実化や多様なニーズに応える新たなサー
ビスの創出を促進。

○地域住民が安心して暮らすことのできる生活基盤を構築することにより、域内需要・雇用の創出にも
繋がり、地域活性化を促進。

疾病予防等包括的支援サービス（熊本県旧植木町） 地域見守り支援など（和歌山県すさみ町）

地場産業や商工会、医療機関、自治体等が連携し、地域
住民に対して、疾病予防、疾病管理、介護予防等の健康
サービスを包括的に提供。

ＩＴを活用することで、特に、山間地域などに住む在宅療
養者等（高齢者や慢性疾患患者等）に対して、遠隔から
効率的に質の高い医療・介護等のサービスを提供。

熊本保健科学大学
（温泉療法医）

植木町住民

●運動サービス事業者

●配食・給食事業者

●温泉旅館

日赤熊本健康管理センター

（データ管理・運営支援）

植木町立病院

医療機関（植木町）

熊本大学医学部代謝内科

医療機関サービス事業者

フィットネス等の利用に応じ、
健康マイレージを付与。地元
商店街で利用可能

熊本県植木町
（参加勧奨・サービス利用者の健康情報提供）

地元自治体

疾病予防・介護予防等に
効果のある運動サービス
（植木町健康福祉センター
かがやき館）

健康状態に対応した弁当・
健康メニューの提供
（植木町商工会加盟店）
（食材・弁当事業者、飲食店等）

温泉を使った健康療法
（植木温泉観光旅館組合））

医療機関とサービス事業者の
連携促進

㈱くまもと健康支援研究所

コーディネーター

診断・指導

医療情報等
を活用した
サービスの
提供

簡易ＤＢ
・身長、体重
・血圧・血糖値
・体脂脂肪率

医療関連データ 医療関連データ

サービス
情報提供 サービス事業者との連携

による効率的な活動

住民参加による
地域ぐるみの取組推進

医療データ等を活用し、新たな
健康サービスを創出・提供

病院介護事業者等

見守り
情報共有システム

＠病院

ライブ遠隔監視による見守り

自治体

独居高齢者

○住居に赤外線センサーを
設置し生活を見守る
○異常時には自動通報し
民生委員等がかけつける

独居高齢者独居高齢者

バイタル等情報収集・遠隔支援による見守り

医師、看護士、ヘルパー

民生委員等 の派遣

人 看護士、ヘルパー

民生委員等 の派遣

糖尿病等の患者

○バイタルデータを
随時医師等へ
自動的に送信
○医者は異常値を

早期に発見

地域の住民

○けが・病気などの
緊急時にテレビ電話
を用いて医師から
支援を受ける

サービス
事業者

適切な
配食サービス等人
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医療・介護・高齢者総合サービス②

コミュニティバスの運営（三重県四日市市） 訪問看護事業（大阪など）

スギ薬局では、ドラッグストアが訪問介護事業を行う
子会社を通じ、訪問看護ステーションを展開。看護師が
患者を往訪し、医師・薬剤師と連携することで総合的医
療サービスを提供。一部のドラッグストアでは、店頭に血
圧計等の検査機器を置き、消費者が健康管理に利用で
きるような取組も進み始めている。

訪問看護ステーション
併設型ドラッグストア

調剤・調製

チーム医療体制

在宅医療
応需患者

ドラッグストアの
商品購入希望

商品宅配

訪問型
サービス

情報の
フィード
バック

小売機能

医療サービス機能

NPO
（生活バスよっかいち）

四日市市補助

運行経費
協賛金

買物・地域振興住民の足を確保

車両・停留所へ
の広告

運行ルー
ト等の協
議検討

地域住民
のNPO参
加

バス事業者
（三重交通）

スポンサー
（スーパー・病院等）

利用者（地域住民）

NPOバスよっかいちでは、民営の路線バスが廃止と
なった地区において、住民为体のＮＰＯが中心となって
地域住民の生活の足となる路線バスを運営している。住
民、支援企業（スーパーサンシ、病院、商店等）、行政
（四日市市）が費用を出し合い協働することで、全ての利
害関係者が満足する仕組みをつくりあげている。
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医療・介護・高齢者総合サービス③ （能登半島）

○医療、介護に加え、宅配食、コンビニなど多様なサービスを提供。全サービスに対応したコールセン
ターも設置し、患者ニーズへきめ細かく対応することで、地域の消費を活性化。

○他方、ＩＴ活用、間接部門の合理化により効率化も徹底。

コンビニ

宅配食

ワンストップ
コールセンター

＜恵寿総合病院＞

院内外のＩＴ網キッチンの統合

地域診療所と
接続

ＩＴ物流管理
（院内）

公的保険外サービス創出

効率化・ＩＴ化の推進

健康水
（海洋深層水）

（51）
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老舗企業（ファミリービジネス）

○我が国は創業100年を超える２～３万社の老舗企業（FB）が存在し、圧倒的なFB大国を形成。

○FBは次のような特徴を有し、地域活性化の担い手として期待。

・短期的な利益を追求しない長期的視点の経営

・環境変化への対応力、継続するための革新性

・地域の産業・社会への貢献事業の取組み

・宝永４年（１７０７年） 創業。
・１４０億円もの私財を投じて、伊勢
神宮の門前町に伊勢路の代表的
な建築物を移設・再現して、「遊・
食・楽」の三面から楽しめる「おか
げ横丁」を整備。
・年間４００万人ものにぎわいを生
み出している。

・昭和２４年創業。
・もとは紡績会社であったが、経済
環境の変化に対応し、昭和５０年代
初めにラジコンヘリコプター（世界
シェア４０％）などに転換。
・地元の老舗企業の集まりである
「旦那衆」の力を結集。商工会議所
を中心に府中市の歴史ある町並み
と地元企業とを組み合わせた産業
観光ツアーの企画や、地元経済界
有志らと共に老舗旅館（㈱恋しき）
の再生に取り組む。

・昭和２３年創業。
・明太子を日本で初めて製造・販売
（売上高１４０億円）し、製造方法を
オープンにしたことで、現在約200
社が参入、博多名物として定着。
（１，３００億円産業に）
・博多にご恩返ししたいとの思いか
ら地域貢献活動を展開。博多山笠
の祭が危機を迎えた際には、財産
をつぎ込んでも祭を守ると宣言。文
化・スポーツイベント等にも積極的
に協力、社員が参加。

「おかげ横丁」の整備による
門前町の活性化

株式会社赤福（三重県）

産業と観光を結びつけることによる
地域の活性化

ヒロボー株式会社（広島県）

明太子製造法をオープンに
地元産業づくりに貢献

株式会社ふくや（福岡県）
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ソーシャルビジネス

・病児保育問題の解決をミッションと
して掲げる(病児保育を行う保育所は
640箇所程度/保育所は約２万数千箇
所）

・地域において子育てを終え、子育て
に関するノウハウを持った母親を保育
スタッフとして数多く登録する「脱施
設（自宅預かり保育）」や「月会費制
（利用者の共済型モデル）」により、
経費削減と収入の安定化を図るビジネ
スモデルを確立。
・高いニーズを受け現在都内２３区に
まで事業対象範囲が拡大。

・徳島県上勝町で、農協職員が仕
掛人となり、８６年に始まる。
・料亭やホテル・旅館、居酒屋で使
われる料理の「ツマモノ」として
主に７０歳代の高齢者を中心とし
た農家が地元の山にある葉っぱや
草花を出荷する事業。
・現在では、約190の農家が、年商
２億６千万円を売上げ、全国シェ
アの８割を占めるなど市場の信頼
も厚く、強い競争力のある町の主
力産業。
・町で寝たきりの老
人は２人しかおらず
ＵＪＩターン者も増
加、売上以上の経済
効果を創出。

ＮＰＯ法人 フローレンス

（東京都）

（株）いろどり

（徳島県）

○ソーシャルビジネスは、子育て、介護、環境対策、地域活性化等の社会的課題をビジネスの
手法を活用して解決していく主体。

○担い手の「多様性」確保や「民の自由な発想と創意工夫」が活かされる仕組み・環境の整備
に寄与。

○地域の多様な関係者（自治体、企業、金融機関、大学、中間支援機関、商工団体など）が、
つながることで、地域において新たな産業や働き方を創出。

・会員が毎月の電気料に５％を上乗せす
る形で寄付を行う「グリーン電気料金
制度」を活用した基金と、市民からの
出資を併せて、再生可能な自然エネル
ギーによる市民共同発電所（市民風
車）を建設。小さな金額の積み重ねで
地球環境の保全に貢献する仕組みをビ
ジネス化した。同ＮＰＯのスキームに
よる市民風車は、2001年の第１号（北
海道浜頓別町）以降、全国12カ所で稼
働している。
・自然エネルギー、省エネルギーの普
及啓発を目的とした
セミナー・見学会の
開催やグリーン電力
証書による自然エネ
ルギーの普及拡大事
業を通じて低炭素社
会の実現を目指して
いる。

ＮＰＯ法人 北海道グリーンファンド

（北海道）
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社会的課題に取り組むソーシャルビジネスの育成

（１）経済的価値の追求から
社会的価値の追求へ

葉っぱ
ﾋﾞｼﾞﾈｽ

「いろどり」
(徳島県)

・高齢者の元気（居場所と出番）が
医療・介護等への負荷を軽減

・地域のつながり力で環境問題
（ﾘｻｲｸﾙ、ｾ゙ﾛｴﾐｯｼｮﾝ）に挑戦

・景観の維持・創造による
美しい日本の再生

・過疎化・高齢化への挑戦
/徳島県内トップの移住者数

（２）意識を共有した住民のつながり、ﾈｯﾄﾜｰｸの再構成による
「与えられる公共」から協働して創る公共（新しい公共）へ

防犯

「守ってあげ隊」（愛媛県)

・校内PTAから地域防犯・防災へ
・公共依存から、住民と公との協働へ
・安心・安全な地域社会の構築
尐年補導45％減、スーパー万引き70％減。

・地域間連携・ノウハウ移転等による
全国展開・国の課題解決へ。

（３）ﾋﾞｼﾞﾈｽ的手法による公的負荷の軽減と持続的事業展開、
行政、企業との協働による課題解決と地域経済の活性化

・地域社会、企業の子育て支援力の向上
・公共依存から、住民と公との協働へ

・研修、製品開発、等を通じた
地域活動、企業活動の活性化
・他地域との連携、企業活動の
全国展開（子育てタクシー等）
を通じた国の課題解決へ。

子育て支援
ﾏﾝｼｮﾝの開発

「わははネット」
(香川県)

子育て
支援

～課題先進地域における取り組みから、国の社会的課題の解決へ～

○行政、産業界、地域社会が連携し、つながり力を強化。
○多くの社会的資源の投入を必要とする「コストセンター」的位置づけから、国民生活に新しい社会的価

値を提案する国家の「バリューセンター」へ。

（54）


