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１－１ 調査の背景と目的 

 経済社会の変化は、環境問題や貧困問題、地域経済や産業の衰退、過疎化、高齢者・障

害者の介護・福祉、生活困窮、失業、自殺など、多くの社会矛盾や歪みを引き起こしてい

る。こうした地域・社会課題への対応は、これまで地方自治体や住民組織、NPO 法人等が

主体的に対策や支援を実行し、解決に向けて取り組んできた。しかし、今日の地域・社会

課題は多様化・複雑化・複合化し、量・質両面から考えても即時に解決していくことは難

しく、対応の遅れが目立ち始めている。このまま現状を放置すると、地域・社会課題の多

くが解決されないまま、地域の存続危機につながる事象が発生することも懸念される。 

 地域・社会課題の解決に資する活動は経済的な負担も大きく、また効果が現れるまで時

間を要する。そのため、これからのあるべき社会を実現していく担い手には、持続可能な

「事業性」が求められ、その担い手として企業に大きな期待が寄せられている。 

 こうした背景を踏まえ、本調査では、地域内プレーヤーのみによる課題解決だけでなく、

地域外の中堅・中小企業とも連携し、地域・社会課題の解決を面的に図ることにより、課

題解決と企業成長を同時に達成すること（以下、「地域と企業の持続的共生」という。）を

目的とする新たな支援事業の構築に資する調査・情報収集として、地域内外の中堅・中小

企業が連携して地域課題の解決を面的に実践し、効果をあげている事例について情報収集

を行い、それに基づき地域での効果的な波及方法、及び地域と企業の持続的共生に向けた

ソリューションの定着・波及のための要件の検討を行うことを目的とする。 

 

１－２ 調査内容及び調査方法 

（１）地域・社会課題の解決に効果をあげている奏功事例の情報収集 

 文献・Web 情報等のサーベイにより、メディアを活用しながら地域・社会課題の解決に

効果をあげている奏功事例（一定地域内で事業が定着している事例、または地域を超えて

同様の課題を抱えている他地域へ事業が波及している事例）を 32 事例抽出し、その取組に

関する情報を収集・整理した。 

 なお、事例抽出にあたっては、文献・Web 情報等のサーベイのほか、全国の各経済産業

局及び地域シンクタンクのネットワークを活用して事例紹介を依頼し、各経済産業局から

14 事例、地域シンクタンクから 8 事例の追加事例情報を得た。 

 

（２）地域での効果的な波及方法の検討－メディアの有効活用の在り方を中心に 

 奏功事例の取組情報の収集にあたって、コミュニケーション戦略（目的、ツール、タイ

ミング、発信内容、見込み効果等）に関わる情報を重点的に収集・整理し、活用している

第 1 章 調査の概要 
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２－１ 事例抽出とヒアリング調査の進め方 

（１）地域・社会課題の解決に効果をあげている奏功事例の抽出 

 ① 事例抽出にあたっての考え方・視点 

  文献・Web 情報等のサーベイにより抽出する「地域・社会課題の解決に効果をあげて

いる奏功事例」とは、同様の課題を抱える複数地域で事業が拡大・波及している事例と

した。また、事業活動の目的や内容に偏りが生じないよう、事例収集のスコープを広範

囲に設定するため、ターゲットとする「地域・社会課題」については、平成 30 年度商取

引・サービス環境の適正化に係る事業「ソーシャルビジネスに係る市場調査」で掲げら

れた「地方自治が直面する 16 の社会課題」（図表 2-1）の各課題にできるだけ対応する形

で抽出した。 

 

≪事例抽出の視点≫ 

 ・「地方自治が直面する 16 の社会課題」に対応する事例 

 ・複数地域（基礎自治体）に展開している事例、または展開が見込まれる事例 

 ・中小企業等が主導的に進めている事例（開発・販売等の過程で大企業や大学等との 

連携含む） 

 ・サービス業を中心とした事例 

 

図表２-１ 地方自治が直面する 16 の社会課題 

 

 

 

 

 

 

  

第２章 地域・社会課題ソリューションの定着・普及のための要件 

出典）平成 30 年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業「ソーシャルビジネスに

係る市場調査」 
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図表 2-5 ヒアリング調査への協力企業 

●株式会社エニタイムズ（東京都港区） 

事業概要：日常の困り事について、サービスの受け手（依頼者）と提供者（サポーター）をマ

ッチングする「ご近所助け合いアプリ」によるスキル・シェアリングサービス 

事業開始：2013 年～ 

展開地域：ユーザー数は全国で約 8 万人、自治体向け（エニタイムズ TOWN）には宮崎県日

南市や奈良県吉野町等と協定を結び展開 

企業 HP：https://www.any-times.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

●株式会社AsMama（神奈川県横浜市） 

事業概要：子育て支援者と支援を求める人をマッチングさせる「子育てシェア」を展開、さら

に自治体と連携するなど、地域のご近所同士の多世代共助の仕組みづくりをサポー

ト 

事業開始：2009 年～ 

展開地域：AsMama 会員は全国で約 7 万人、導入自治体は奈良県生駒市や富山県舟橋村など 7

自治体 

企業 HP：http://asmama.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

●株式会社アドレス（東京都千代田区） 

事業概要：定額制・全国住み放題の多拠点移住サービス「ADDress」、空き家と利用希望者を

マッチングする Web サービスを展開 

事業開始：2019 年～ 

展開地域：管理物件は全国 40 物件(千葉県南房総市、静岡県南伊豆町、鳥取県岩美町等）、20

～30 人の「家守（やもり）」と呼ばれる管理人が地域と利用者の仲介役を担う。現

在、6 自治体と連携。 

企業 HP：https://address.love/ 
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図表 2-5 ヒアリング調査への協力企業≪つづき≫ 

●株式会社プラスロボ（東京都港区） 

事業概要：人手不足の介護施設と隙間時間に介護施設で働きたいと思っている人材（スケッタ

ー）をマッチングする Web サービス「Sketter」を展開 

事業開始：2019 年～ 

展開地域：登録している介護施設は 100 事業所超、スケッターの登録者は 1,200 人、マッチ

ングの地域を関東圏から全国へ(秋田県、大阪府等) 

企業 HP：https://www.plusrobo.co.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●株式会社ラポールヘア・グループ（宮崎県石巻市） 

事業概要：美容室に無料キッズルームを併設し、さらに柔軟な雇用形態によって、子育て中な

ど時間制約のある女性美容師の就労をサポート 

事業開始：2011 年～ 

展開地域：宮城県内ほか東北地方を中心に直営店を展開、そのほか栃木県、富山県、神奈川県、

埼玉県、東京都等で FC 展開 

企業 HP：https://www.rapporthair.com/ 
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２－２ ソリューションの定着・普及のための共通要素―事例調査からの示唆 

（１）事業フェーズごとにみた事業展開の共通要素 

 本調査は、地域と企業の持続的共生の実現に向けた新たな支援事業の構築に資するため

の情報収集・調査という位置づけであり、次年度には「地域・企業共生型ビジネス導入・

促進事業」が試行的に実施される予定である。本事業は、「中小企業等が、自らもしくは複

数社で連携し、①隣接した地域、または②点在する複数地域から抽出して束ねられた課題

解決の取組や、付加価値を向上させる取組を支援する」こととされている。 

 この文章のキーワードとして、「連携」と「共通課題」が挙げられる。連携については、

地域外の企業が事業を始めようとしても、地域の排他性等の影響で横展開が困難なことか

ら、地元の企業と地域外の企業との連携が必要と考えられる。共通課題については、一つ

の地域ではマーケットが小さいことから、事業性を確立するために複数地域の課題を束ね

てスケールメリットを出すことが必要と考えられる。 

 このような背景はあるものの、地域・社会課題の解決に向けた事業の展開方法の実際は

どうなっているのか、まずは文献・Web 情報等のサーベイによって抽出した事例を基に、

地域・社会課題ソリューションの定着・普及のための共通要素を探った。共通要素の抽出

にあたっては、ソーシャルビジネスの展開イメージに沿って、フェーズ１「社会課題の認

知」以降のフェーズ２「ソーシャルビジネスの開発」、フェーズ３「市場社会からの支持」、

フェーズ４「ソーシャル・イノベーションの普及」の流れで整理した。 

 

フェーズ２ ソーシャルビジネスの開発 

●マッチングプラットフォームの構築（ビジネスモデル） 

・近年、物やコト、スペース、スキル、時間等を多くの人と共有・交換して利用するシェ

アリングエコノミーが一つのトレンドとなっている。そういった背景もあり、インター

ネットを介して、必要としている個人等と資源・資産を持つ提供者をつなぐマッチング

プラットフォームが、地域・社会課題を解決するためのビジネスモデルの一つとして挙

げられる。 

●パートナーとの連携による共同開発・提供体制の確立 

・地域・社会課題の解決のためには個社での対応は困難であることから、事業内容に関連

する法人や団体、技術を持つ大企業や大学、問題意識や課題を共有する法人同士が、そ

れぞれが保有する知識や技術を持ち寄り、連携して事業開発にあたっている。 

●ICT の活用 

・本調査で収集した 32 事例の約 4 割が ICT 系サービスを提供している。インターネット等

の ICT を活用することで、顧客へ訴求するスピードやサービスの提供スピード、ユーザ

ーのアクセスのしやすさなど、市場に与えるインパクトとその後の事業展開スピードの

違いにも影響するものと考えられる。 
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●初期の提供地域の特定・不特定 

・ある地域（初期地域）で限定的にサービスを提供し、その後他地域へ展開している事例、

あるいは元々初期の展開地域を限定していない事例など、事業の定着・波及に向けた展

開方法にはパターンがある。 

 

フェーズ３ 市場社会からの支持（定着） 

●クラウドファンディングの活用→支援者やファンの獲得 

・地域・社会課題の解決という「社会性」を掲げた事業の推進にあたって、クラウドファ

ンディングの活用目的には、スタートアップ時の資金調達目的もさることながら、ミッ

ションに共感してくれるコアメンバーやファン、支援者等を獲得できることもメリット

として挙げられる。 

●クチコミによるサービス認知・普及 

・メディアを活用した広報宣伝だけでなく、信頼できる相手や同じ悩みを抱える人、ある

いは地域のキーパーソンからの紹介や情報提供は、会員を増やしたり事業を拡大してい

く上で効果が大きい。クチコミの核となる人（オピニオンリーダー、ゲートキーパー、

インフルエンサー等）をいかに発掘し、囲い込むかが重要になる。 

●サービス提供体制の構築（関係者の巻き込み、囲い込み） 

・農産物や特産品の開発では、少量しか生産できないなど同じような課題を抱える各地の

生産者をつなげて、共同での提供体制を整えている（バリューチェーンの統合）。また、

地域・社会課題に対して取り組む事業者の規模も小さく、人的資源にも限りがあること

から、事業に共感してくれる「サポーター」や「アンバサダー」を制度化・認定して囲

い込み、認知拡大やサービス提供の担い手として体制に組み込んでいる。 

 

フェーズ４ ソーシャル・イノベーションの普及（波及） 

●隣接地域・点在地域への展開 

・特定地域から他地域への事業展開に関しては、少しずつ展開範囲を広げて隣接地域へ展

開するのか、あるいは全国の点在地域へ展開するのか、提供するサービスや事業の内容

によっても異なることが想定される。例えば、輸送等の移動距離が関係するビジネスで

は、近距離の隣接地域への展開が妥当と考えられるが、本調査で収集した 32 事例の約 4

割が ICT 系サービスを提供していることからも、そのほとんどが特定地域に依存しない

点在地域への展開手法を採用していた。 

●対象顧客の拡大－個人→法人、個人→自治体、成功モデルの全国展開（自治体→自治体） 

・事業を展開・拡大する上で、サービス内容をカスタマイズして、個人（一般消費者）か

ら法人へ、あるいは個人（一般消費者）から地方自治体へと対象を拡大している。また、

地方自治体を対象とした事業では、ある一地域での成功モデルの実績が、急速に全国へ

と広がる事例もある。 
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●サービス提供者の拡大（FC 展開、事業立上げ支援） 

・地域・社会課題の解決のための事業という社会性を帯びたミッションを掲げているため、

各地の課題解決に向けては個社での対応だけではなく、事業に共感する各地の賛同者に

フランチャイズやコンサルティングによる支援を行うことで、経営ノウハウを提供し、

その地域の課題解決にも貢献している。 

 

 

（２）事業推進上のメディア活用に関する共通要素 

 文献・Web 情報等を基にしたサーベイの結果からは、各企業のメディア活用に関連する

記述は限られたが、その中でも共通要素として下記 4 点が挙げられる。 

 

●初期の地道なプロモーション、イベント 

・本調査で抽出した事例の中には、地域・社会課題解決のために創業し、事業を開始した

スタートアップの企業も多く、それらは潤沢な資金を有しているわけでもないため、一

般的なプレスリリースだけでなく、想定する顧客層が集まる場や関連する事業者に直接

足を運び、対面での PR に努めている。 

●不特定多数ではなく特定の関係者・機関へのプロモーション 

・テレビや新聞等を活用した不特定多数の消費者への宣伝広告ではなく、想定している対

象顧客の周囲の関係者や組織を抽出し、ターゲットを絞った販促活動に努めている。 

●話題性による社会的な注目の喚起 

・話題性や希少性等をアピール材料にして発信することで、社会からの関心や注目度を高

めるよう、戦略的にメディアを活用している事業者もある。 

●社会変革を促すためのオウンドメディア、SNS の活用 

・テレビや新聞等のマスメディア、インターネットメディア（コーポレートサイトやニュ

ースメディア）など様々な媒体がある中で、企業自らが運営・情報発信を行うオウンド

メディアやソーシャルメディア（Twitter や facebook 等）を活用することで、創業や事業

に対する想いを社会に訴えたり、社会的な認知を広めたり、社会の行動変容の喚起に努

めている。 
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（３）事例調査からの示唆 

 ここでは、事例調査によって地域・社会課題ソリューションの定着・普及のための共通

要素を探った（図表 2-6）。 

 地域・社会課題ソリューションの定着・波及といったとき、初期の特定された販売・提

供地域から他地域への販売・提供地域の拡大という流れが想定された。事例をみると、そ

の想定通りに初期地域で限定的にサービスを提供し、その後他地域へ展開している事例も

あれば、初期地域を限定せず全国を対象にソリューションを提供している事例もあり、事

業の定着・波及に向けた展開方法が異なっていた。後者の場合は、マッチングプラットフ

ォームを提供しているビジネスモデルなど、需要者と提供者がマッチできた地域で事業が

成立するように、どちらかというと「地域」ではなく、「ニーズの大きさ」が複数地域への

展開に関係していると考えられる。 

 ソリューションの定着に関連した共通要素として、クラウドファンディングの活用と「ク

チコミ」による認知度向上、サービス提供体制の構築が挙げられた。 

 クラウドファンディングを活用する目的は、第一にスタートアップ時の資金調達である

が、それと同時に、「社会性」を掲げたミッションへの共感者（コアメンバー、ファン、支

援者等）を獲得することも目的としていた。それに加えて、本格的にリリースする前に社

会の反応を確認するテストマーケティングも兼ねていた。 

 クチコミについては、一般的なメディアを活用した宣伝広告だけでなく、事業を推進し

ていく上での効果も大きいことが指摘されていた。事業のミッションに共感してくれるオ

ピニオンリーダーやインフルエンサー等によるクチコミ活動が、一つの推進力として会員

や支援者等の増加にもつながっている。 

 サービス提供体制の構築については、もともとソリューション提供企業の規模が小さく、

経営資源も限られることから、関係者と共同で提供体制を整えたり（バリューチェーンの

統合）、事業に共感してくれる「サポーター」や「アンバサダー」を制度化してサービス提

供の担い手として体制に組み込んでいる。 

 ソリューションの波及に関しては、特に地域への展開方法、販路・対象顧客の拡大方法

にある一定のパターンがみられた。特定地域から他地域への事業展開については、少しず

つ展開範囲を広げて隣接地域へ展開するのか、あるいは全国の点在地域へ展開するのか、

提供するサービスや事業の内容によって異なるものと考えられる。販路・対象顧客につい

ては、個人（消費者）から法人へ、個人（消費者）から地方自治体へと顧客対象を拡大し

ているもの、また地方自治体を対象とした事業では、ある一地域で成功モデルをつくるこ

とで、それが全国へと急速に拡大しているものもあった。 

 最後にメディアの活用法については、4 つの共通要素がみえた。 

 まず初期のプロモーション活動では、創業あるいは事業を開始したスタートアップ段階
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２－３ ヒアリング調査による深掘り 

 本調査では、地域・社会課題の解決に向けて取り組んでいる 5 社（図表 2-5）に対し、そ

の取組の詳細を把握するため、ヒアリング調査を実施した。ヒアリングした内容は、事業

の着想から開発・事業活動する中で、どのようにして事業を定着・波及させるに至ったの

か、それに加えて、事業を遂行する上でどのようなプロモーション活動を行い、どのよう

なメディアを活用してきたのかという点を中心に聞き取りを行った。 

 ●地域・社会課題の解決のための事業の推進方法 

  事業着想のきっかけ、ターゲットとする顧客層、顧客への訴求ポイント、提供地域と

選定理由、事業実施上の課題と解決策 等 

 ●事業推進上のプロモーション活動やメディア活用 

  社会的認知を高めるための工夫、販路・提供地域が拡大したきっかけ、メディア活用

の実態、メディア活用の効果 等 

 

 

（１）地域・社会課題ソリューションの事業展開方法 

 

フェーズ２ ソーシャルビジネスの開発 

●初期の提供地域の特定・不特定 

 初期の展開地域をどういう理由で選定したのか（しなかったのか）？ 

・想定する顧客層や市場ニーズ、市場への近さなどの観点から初期の展開地域を特定して

いた企業もあれば、地域ではなく事業やミッションに共感してくれたり、核となる「人」

を基点に地域に広めている企業もある。 

●顧客対象への訴求ポイント 

 想定する顧客に対して、何を事業のセールスポイントにしたのか？ 

・ビジネスモデルにどのようなステークホルダーを組み入れるかによって、その相手先に

よっても訴求ポイントは異なる。サービスへの参画へのハードルを下げ、意識を変えて

いくことに注力したり、ターゲットとする若い世代の意識を変えていくことを目指して

コンセプトやデザインを練り上げていた。 

 

フェーズ３ 市場社会からの支持（定着） 

●クラウドファンディングの活用 

 どういう目的でクラウドファンディングを利用したのか？ 

・資金調達とプロモーションを目的としてクラウドファンディングを活用している。社会

に発信されることでインパクトをもたらし、意識の高い共感者をいち早く囲い込むため

にも、クラウドファンディングは一つのツールとして有効と考えられる。 
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●クチコミによるサービス認知・普及 

 クチコミは、事業にどのような効果をもたらすのか？ 

・クチコミによるユーザーや会員の増加への影響を認識している。事業のミッションに共

感してくれるオピニオンリーダーやインフルエンサー等のクチコミ活動が、一つの推進

力として会員や支援者等の増加に貢献している。 

●サービス提供体制の構築 

 どのようにビジネスモデル（サービス提供体制）を構築したのか？ 

・展開する地域において事業への共感者を発掘し、その人たちを地域での活動の担い手と

して育成し、活動してもらうことで、全国的に取組が広がっている。 

 

フェーズ４ ソーシャル・イノベーションの普及（波及） 

●隣接・点在地域への展開 

 どのような経緯で、他地域に事業が広がっていったのか？地域とつながったのか？ 

・個人会員を対象とした事業を進めることと併行し、地方自治体との連携意向を継続的に

発信することで、自治体の方から直接問い合わせがあり、連携へと進んだ。 

・会社代表が発信する Twitter 情報を地方の関係組織がキャッチし、それをきっかけに地方

でのマッチングが実現した。 

●サービス提供者の拡大 

 どのような目的で FC 展開や事業立上げのコンサルティングをしているのか？ 

・事業に共感した加盟希望者に対して、経営ノウハウを提供。FC 展開は、各地での課題解

決が目的であり、収益目的としていない。 

●地域に参入する際の支援者・応援者の獲得方法 

 新たな地域へ参入する際に、どのような方法で地域との関係を築いているのか？ 

・各企業は、最初に時間をかけて現地での説明会や勉強会を開催し、地域の理解を得るこ

とに努めている。さらに、地域内でのキーパーソンを発掘し、その人材を中心に地域で

の活動を実践できるよう、企業が後方支援する役回りを担っている。 

●地域で事業を展開する際の地方自治体の役割（期待） 

 新たな地域へ参入する際に、地方自治体にはどのような役割を期待するのか？  

・行政の関与は、地域で活動する上での信頼や信用になり、地域での活動のしやすさにつ

ながる。 

●地方自治体との連携上の課題 

 地方自治体と連携する上で、どのような点がネックになっているのか？ 

・例えば、自治体との連携上の課題について、予算と行政の関与の度合いによって、地域

での活動が上手くいくか判断している企業もある。地域との関係づくりが上手くいかな

い場合には、様々な対話のチャネルを活用したアプローチ手法をとっている。 
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●企業との連携 

 どのような経緯で他企業と連携することになったのか？ 

・提供しているサービスメニューに関連したメーカーとの共同事業の構築、カテゴリ化し

た住民（会員）とそこへアプローチしたい企業とのマッチング、事業内容が重複する企

業とのコラボレーションといった形で、企業の持つ課題や問題意識を共有しつつマッチ

アップしている。 

 

 

（２）事業推進上のメディア活用の実態 

 

●初期のプロモーション活動 

 事業開始時（リリース時）にはどのようなプロモーション活動やメディア活用を行って

いたのか？ 

・人の集まるところでインタビューやチラシ配りなど、マーケティング兼プロモーション

活動を実践。 

・ローカルメディアでの放送をきっかけに企業との連携がスタート、メディアに取り上げ

られたことが信用力を高め、企業とのコラボレーションやメディア掲載が増えた。 

・Web や専門紙等からマスメディアへという流れを想定し、事前に Web ニュースメディア

への取材依頼を経てプレスリリースを発出、記者発表会にはテレビ局にも声がけした。 

●メディアに掲載してもらうための工夫 

 メディアの取材を受けたり、掲載してもらうために、どういった工夫をしているのか？ 

・記事化の確度を高めるため、「社会性」や「共感性」を訴求ポイントにしてメディアへの

取材対応を行う。 

・プレスリリース発出後、それを記事にしてもらうため、メディアや記者に対して直接ア

プローチをかけている。 

●ターゲットの絞り込み 

 広告宣伝の目的や情報の届け先によって、メディアの活用法を変えているのか？ 

・誰にどのような情報を届けて、その結果何を得ようとしているのかによって、最も効果

の高い媒体を選択し、そこに対してアプローチしている。 

●話題性による社会的な注目の喚起、オウンドメディアや SNS の活用 

 どのようにして社会の注目を集め、新規顧客を開拓しようとしているのか？ 

・オウンドメディアの活用によって、事業に対する想いを社会に伝え、それに共感するフ

ァンを増やそうとしている。 

・対面でのイベントや説明会と組み合わせて、SNS 上での告知、メルマガ、イベント後の

ナーチャリングなど、新たな顧客の獲得に向けて様々な手段を用いて取り組んでいる。 
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（３）ヒアリング調査からの示唆 

 地域・社会課題の解決に向けて取り組んでいる 5 社に対し、事業の定着・波及方法や推

進する上でのプロモーション活動、メディア活用等について、その詳細を把握するための

ヒアリング調査を行った。 

 事業の定着・波及について時間を追ってみてみると、まず初期の展開地域については、

事例調査でもみられたように、市場ニーズ等の観点から初期の展開地域を特定していた企

業もあれば、「地域」ではなく事業に共感してくれたり、核となる「人」を基点にして地域

に展開している企業もあった。 

 ソリューションの定着から波及に関しては、事例調査で挙げられた共通要素の具体を把

握できたが（図表 2-7）、ここでは定着時期の「サービス提供体制の構築」、波及時期の「隣

接・点在地域への展開」、「サービス提供者の拡大」についてポイントを絞って整理する。 

 サービス提供体制の構築については、その後の隣接・点在地域への展開方法にも関連す

ることであるが、展開する地域の中で、事業への共感者を発掘し、その人たちを地域での

事業活動の担い手として育成し、主体的に活動を展開してもらうという戦略をとっていた。

このキーパーソンを各地で発掘・育成することで、事業がアメーバ式に全国に広がってい

る。それぞれの事業自体は、近年トレンドとなっている「シェアリングエコノミー」に該

当するもので、ICT を使ったマッチングプラットフォームではあるものの、事業を展開す

るためには、時間と手間をかけて「人」の発掘と育成に努めていることがわかった。 

 他方、地域・社会課題ソリューションをフランチャイズ方式で各地に展開している企業

もあった。「オープン・イノベーション」という表現も使われるように、一般的に企業がイ

ノベーションのノウハウや技術をオープンにすることはない。しかし、地域・社会課題の

解決をミッションとするソーシャルビジネスの分野では、そのノウハウをオープンにする

ことで、課題解決の動きを加速できることから、それほどネガティブとは捉えられていな

いようである。直営店を展開する傍ら、新店舗の開業経験を活かしてマニュアルを整備し、

事業に共感した加盟希望者に対して経営ノウハウを提供している。そのロイヤリティは他

業界と比較しても低い水準で設定されており、FC 展開は収益目的ではなく、各地での課題

解決が目的ということであった。 

 次に、事業推進上のプロモーション活動やメディアの活用法について、まず地域・社会

課題解決を目的とする事業を展開していく上では、事業に対するファンの獲得が必要にな

る。 

 偶然ローカルメディアで取り上げられた記事や放送が、事業展開の足掛かりになってい

た企業もあれば、別の企業ではメディアの特徴（Web・専門誌等からマスメディアへと広

がるという流れ）を鑑み、また顧客対象が比較的若い年代ということもあって、Web ニュ

ースを優先的に活用していた。いわゆるソーシャルビジネスを進めていくためには、比較

的情報が取り上げられやすいローカルメディアや Web ニュースの活用は、有効なプロモー
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 本調査は、地域内外の中堅・中小企業が連携して地域課題の解決を面的に実践し、効果

をあげている事例について情報収集（事例調査及びヒアリング調査）を行い、それに基づ

き地域での効果的な波及方法（メディアの有効活用の在り方）、及び地域と企業の持続的共

生に向けたソリューションの定着・波及のための要件の検討を行うことを目的としている。 

 本章では、地域と企業の持続的共生の推進に向けて、事例調査及びヒアリング調査から

抽出したポイントを整理する。 

 

３－１ 地域・社会課題ソリューションの「定着」に向けて 

 地域・社会課題ソリューションを定着させるには、社会から認知されるとともに、市場

からの支持を得て、ビジネスとして成立させる必要がある。ここでは、事業の開発・展開・

定着時におけるビジネスモデル（特にサービス提供体制）の構築、初期のプロモーション

活動やメディア戦略について検討する。 

 

（１）ビジネスモデル（サービス提供体制）の構築 

 地域・社会課題の解決に向けた事業を展開している企業（本調査では中小企業等を中心

に検討）は、その事業に取り組むために起業しているケースも多く、いわゆるスタートア

ップ企業やベンチャー企業に属するケースが多い。このような人材や資金等の経営資源が

限られる企業にあっては、サービス提供体制の構築も課題となる。いかに企業のミッショ

ンやビジョンに対する共感者を増やし、ステークホルダーとして巻き込むか、サービス提

供体制に組み込むかといった課題が挙げられる。それに対しては、地域での担い手を発掘

し、一定時間をかけて教育・研修することで、サービス提供の担い手を獲得しいる企業も

あった。このような人材に地域での事業運営を任せることで、企業は事業全体のマネジメ

ントや新たな顧客や地域の開拓等、本部としての役割に徹することが可能となる。 

 ただし、このような地域で核となる人材を発掘、教育・研修、その後の伴走支援までを

サポートしていくには、複数年をみておく必要があるなど、時間と労力を要することに留

意が必要である。特に、地域の中で事業の賛同者や核となる人材、コミュニティリーダー

をいち早く見つけることが、地域への事業の浸透や地域の主体的な運営に影響を与えると

複数のヒアリング協力企業が共通に認識していたことから、地域での定着にあたっては人

材の発掘・確保がポイントと考えられる。 

  

第３章 地域と企業の持続的共生の推進に向けて 
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（２）事業開始時やローンチ直後のプロモーション活動 

 いわゆるソーシャルビジネスを展開していくには、事業に対するファンの獲得がポイン

トになる。企業や事業のミッションに共感を集めること、多くのステークホルダーがその

事業の想いや価値を受け止め支持することで、事業そのものが社会的な価値につながるも

のである。そうしたファンを、どのような方法で獲得してきたのか。 

 偶然取り上げられた記事や放送が事業の足掛かりになった企業もあれば、20 代～40 代が

顧客層ということもあり戦略的に Web ニュースを活用している企業もあった。 

 対象顧客の特性や地域特性もあるが、比較的情報が取り上げられやすいローカルメディ

アや Web ニュースの活用は、スモールスタートする（小さく生んで大きく育てる）上で、

有効なツールである可能性が高い。なお、Web ニュースの場合は、Twitter や facebook 等

の SNS と連動し、閲覧者が情報を拡散することにも期待できる。 

 特にメディアに取り上げてもらう確度を高める工夫としては、「社会性」や「共感性」を

訴求ポイントにして、読者・視聴者が関心を持つようにするような工夫も必要である。ま

た、プレスリリース等を発出した直後には、メディアや記者に対して直接働きかけるよう

な努力も必要となる。 

 

（３）クラウドファンディングによるテストマーケティングの有効性 

 新たに生み出されたソリューションが、市場社会で受け入れられるかどうか、ニーズが

あるかどうか、それを確認する手段の一つとして、クラウドファンディングを活用したテ

ストマーケティングが考えられる。 

 クラウドファンディングとは、事業者のアイデアに共感した不特定多数の人から資金を

集めたり協力を得る手法であり、社会性のある事業との親和性も高いと考えられる。現在

では、社会性のある事業や地域特化型の事業、あるいは斬新なビジネスモデルに対する資

金調達に定評があるなど、クラウドファンディングの各サイトの特徴や強みを考慮に入れ

つつ、展開しようとする事業特性にマッチするサイトを選択することが重要になる。 

 クラウドファンディングの Web サイトを通じて、社会性のある事業として、また斬新な

ビジネスモデルとして発信されることでインパクトをもたらし（閲覧者や支援者による

SNS を通じた情報拡散も期待できる）、意識の高い、感度の高い共感者をいち早く囲い込む

ためにも、クラウドファンディングは一つのツールとして有効と考えられる。 
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３－２ 地域・社会課題ソリューションの「波及」に向けて 

 地域・社会課題ソリューションは、特定の地域での提供に限らず、同様の課題を抱える

他地域に展開していくことで、広く社会的な成果を生み出していける。なお、ソリューシ

ョンの展開方法については、ある地域にソリューションが定着してから複数に波及するパ

ターンもあれば、特に ICT 系の新しいサービスの場合は、時間をかけずに各地域で同時多

発的に展開するパターンもあった。 

 ここでは、地域に展開・波及していく際の地域との関係づくり、地方自治体との公民連

携の在り方、サービス提供体制の拡大（特に FC 展開）、事業の安定化に向けてのメディア

戦略について検討する。 

 

（１）地域とのつながりの創出、地域内での関係づくり 

 他地域に事業展開する場合、参入する地域とはどのような経緯でつながることができた

のか、また参入する地域内での関係づくりをどのように進めていったのか。 

 個人を対象とした事業を進めていく中で、併行して地方自治体との連携に向けた意向を

継続的に発信していくことで、自治体との連携を実現した企業があった。また、会社代表

が発信する Twitter 情報を地方の関係組織がキャッチし、それをきっかけに地方でのマッチ

ングが実現された企業もあった。したがって、コーポレートサイトやニュースリリース、

SNS など、自社が自由に使える広報媒体を使うなどして、情報発信を継続的に実施してい

く地道な努力が必要といえる。 

 その後の地域内での関係づくりにあたっては、様々なステークホルダーと出会い、関係

を構築できる「場」（説明会や勉強会等）の創出が、欠かせない取組の一つと考えられる。

ヒアリング協力企業は、そうした説明会や勉強会に地域のリーダー的な存在を巻き込んだ

り、コアメンバーを巻き込むことで、地域内に対して情報が広がりやすく、地域の理解を

得やすくしている。ポイントは、地域での活動の核となる「人」を発掘し、育てること、

その人に地域での活動を担ってもらうことにあると考える。地域に顔の利く人に地域・社

会課題解決の主体者として役割を担ってもらうことで、支援の輪が広がっていきやすくな

るものと考える。 

 なお、地域課題を解決しようとしている企業は、「地域主導」を基本的なスタンスとして

いるため、関係者と対話をしても説得が難しい場合は、複数のチャネルを持って地域との

対話に臨み、合意形成に向けて取り組んでいる企業もあった。 
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（２）地域で事業を進める際の「公民連携」の在り方 

 企業間連携においては、事業目的や問題意識、経営課題を共有できる企業同士であれば

コラボレーションしやすいが、地域・社会課題を目的として企業が地域に参入する際には

地方自治体との「公民連携」が第一に想定される。地域で事業を展開する際、企業側から

みると地方自治体にはどのような役割を期待しているのか。 

 まず、行政の関与によるメリットとしては、企業が地域で活動する上での信頼や信用、

保証等の「お墨付き」になり得ることが挙げられる。それによって、地域のステークホル

ダーからの抵抗感も軽減され、地域での活動のしやすさにつながる。また、行政との連携

は、ローカルメディアでも取り上げやすく、地域内での認知度向上にとっても効果が期待

できる。 

 

（３）サービス提供体制の拡大―ソーシャルビジネスにとっての FC 展開 

 いわゆるソーシャルビジネスの普及については、地域・社会課題の解決のための事業と

いう社会性を帯びたミッションを掲げているため、提供する主体の広がりに対してはネガ

ティブに捉えられておらず、むしろ事業に共感する各地の賛同者に FC 展開や事業立上げ支

援等を行うことで、経営ノウハウを提供し、各地の地域・社会課題の解決をサポートして

いる実態もあった。たとえ人材資源に限りのある企業であっても、FC 展開や事業立上げ支

援等の手段により、地域・社会課題解決のインパクトをさらに大きくする可能性もある。 

 

（４）事業安定化に向けてのメディア戦略 

 多様な志向を持ったステークホルダーに飽きさせずに、サービスを利用してもらうため

には、継続的な情報提供や利用促進策の実施が欠かせない。 

 テレビや新聞等のマスメディア、インターネットメディア（コーポレートサイトやニュ

ースメディア）など様々な媒体がある中で、企業自らが運営・情報発信を行うオウンドメ

ディアや SNS（Twitter や facebook 等）を活用することで、創業や事業に対する想いを社

会に訴えたり、事業紹介や新たなライフスタイルを提案したり、社会的な認知を広めたり、

社会の行動変容の喚起を行うなど継続的な努力も必要である。 

 企業によっては、ユーザーが継続的に関われるイベントを企画・実施し、ユーザーが離

れないような努力もしている。また、対面でのイベントや説明会と組み合わせて、SNS 上

での告知、メルマガ、イベント後のナーチャリングなど、新たな顧客の獲得に向けて様々

な手段を用いて取り組んでいる。新たなライフスタイルを望んでいる若い世代が顧客対象

になる事業では、需要の掘り起こしにあたって、オウンドメディアや SNS での情報発信も

有効と考えられる。 

 他方、事業を展開する中でメディア掲載実績も増え、一定規模のユーザーも確保できた

段階では、広告宣伝の目的や情報の届け先によって、最も効果が見込めるメディアを選択

し、それにアプローチしていくことも考えなければならない。また、一般的な消費者を対
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象としたビジネスモデルでは、事業やサービスの認知を広めたり、社会的な評価を得たり

する段階では、新しいものに敏感なイノベーターやアーリーアダプターが、Web ニュース

やオウンドメディア、SNS 等に反応してくる。続くマジョリティーへと広まる段階には、

マスメディアにアプローチするという、段階的なメディア活用をユーザーの特性を把握し

ながら検討する必要がある。 

 

 

３－３ 地域・社会課題解決のための事業を進めるにあたって 

 ヒアリング調査への協力企業は、一言でまとめると、新たなライフスタイルを提案し、

資源の活用法について新たな選択肢を提案し、提供者と需要者をマッチングさせることで、

地域や社会の課題解決に貢献していくビジネスを展開していた。 

 最後にヒアリング調査でのコメントを参考に、地域・社会課題解決のための事業を進め

る上でのその他の課題について列記する。 

 

・事業名や事業内容を知らない人であっても、Web 検索でヒットすることができるような

工夫、仕掛けが必要。 

・地域で展開する際の「地域」の範囲は、事業内容によっても捉え方が異なり、事業活動

を効率的に行う上でも適正範囲が異なる（一つの自治体内で事業活動を広げようと思っ

ても、地域が広すぎることもある）。 

・各企業が取り組んでいる地域・社会課題は、地方自治体や地域の活動団体にも共通の課

題であるため、地域内での情報共有等、関係者・団体との連携は必須（他方、自治体は

一つの企業と手を結ぶのにはまだまだ慎重であるのが実情）。 

・サービスを地域の中で浸透させるには「誰がどうやって広めるか」が大事、そのための

核となる地域人材を発掘・育成するには時間と予算がかかる。 

・事業を進める上で大企業と連携する際は、例えば企業内や傘下のグループ企業間の意思

疎通の難しさ、エリアごとの意思決定者の存在などがあって難しい面もある。 

・「社会性」だけでなく「事業性」を前提にビジネスモデルを組み立てる必要があり、社会

に対して影響力を強めるには資金調達による規模拡大も必要。社会課題の解決を目指す

ビジネスを拡大する方向性で、企業と投資家が歩調を合わせて連携していくことも必要。 

・様々な組織とのコミュニケーションを図る中で、「ソーシャルビジネス」は相手先の都合

の良い解釈がなされ、それによって活動の範囲が狭まったり、不利益を被るケースもま

だまだある。 
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