広域関東圏コミュニティビジネス推進協議会
平成１８年度事業報告書

１８年度事業の総括

「広域関東圏コミュニティビジネス推進協議会」では、平成１７年度に、これまでのコミュニティビ
ジネス（ＣＢ）のプラットフォームとしての機能に加え、地域版コミュニティビジネス推進協議会の立
ち上げ支援に取り組むことを新たな目標として設定しましたが、今年度は、いよいよ、その実現に
向けた具体的な行動にチャレンジしました。
具体的には、年度当初から幹事を中心にその実現に向けた検討を行い、６月の説明会を経
て、８月には「地域版ＣＢ中間支援機関 設立・活性化支援プログラム」として支援希望者の公募
に漕ぎ着けました。
その結果、１３団体からご応募をいただき、１０月から実際の支援活動を開始しましたが、特に
その内２団体に対しましては、幹事によるハンズオンの支援をさせていただいております。
初年度でもあり、また、実質的な支援期間が半年ということもあって、まだまだ目に見えた成果
を産み出すところまでは至っておりませんが、ご登録いただいた団体と一緒になって、地域での
中間支援機関の設立・活性化に取り組む体制ができたこと自体大きな前進と考えております。
また、プラットフォームとしての活動としては、「新会社法の勉強会」といったような皆様の関心
の高いテーマを取り上げた勉強会・セミナーの開催のほか、先進的な取り組みをされている地
域・ＣＢ事業者を訪問し、現場を拝見しながらその活動のポイントを伺う「現地セミナー」の実施に
取り組んでまいりました。
ところで、この間、経済産業省が平成１８年６月に発表した新経済成長戦略では、地域経済活
性化の方策として「コミュニティ・ビジネスの振興」が盛り込まれ、「中間支援機能の強化を通じた
コミュニティビジネス支援事業」が予算化されるなど新たな動きも起こっております。
当協議会としては、こうした動きを追い風として、これまで取り組んできた事業の一層の充実を
図るとともに、社会のニーズに呼応した新たな事業の展開にも取り組んで参る所存です。
そのためには、協議会が真に民間主体の組織として自立していくことが重要であり、その実現
のためのプロセスをステップ・バイ・ステップで進めて行く必要があります。
１９年度は、まず、現在事務局を務める関東経済産業局との強力な連携関係を保ちつつ、事
務局を民間団体に移行するなど、会員自身による自主的な事業運営に向けた一歩を踏み出した
いと考えております。

個別事業の取組状況
主な実施事業

HP・ML の運営
○ HP（平成１５年度から継続運営）
○ ML（会員用：平成１５年度から継続運営）
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○ ML（中間支援機関用：平成１８年１０月１９日開設）
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地域版ＣＢ中間支援機関設立・活性化プログラム事業
○ 平成１８年６月２８日（参加者５１名）
「地域版中間支援機関の設立・活性化説明会」～中間支援からはじまるＣＢの活性化～
内容：・地域版ＣＢ中間機関の必要性について
広域関東圏コミュニティビジネス推進協議会 代表幹事 永沢 映
・地域版ＣＢ中間機関の事例紹介
－やまなしコミュニティビジネス推進協議会
山梨県 商工労働部 商工総務課 企画担当主任 春日 康氏
－Mystyle＠こだいら
Mystyle＠こだいら設立準備会 代表理事 竹内 千寿恵氏
・地域版中間機関の設立・活性化支援について
広域関東圏コミュニティビジネス推進協議会 代表幹事 永沢 映
・交流会＆名刺交換会
○ 平成１８年８月３日～３１日 （※Ｂ登録申請については９月１日以降も継続）
「地域版ＣＢ中間支援機関の設立・活性化支援プログラム」申請受付

・Ａ登録申請 １０件
→ Ａ登録
・Ｂ登録申請

２件 ※9/27 の相談会を経て幹事会にて決定、10/4 通知。

５件（～8/31 ３件、9/末 １件、12/末 １件）

→ Ｂ登録 １１件（うちＡ登録申請からの移行 ６件）
○ 平成１８年１０月３１日～ Ａ登録団体への個別支援
・Ａ登録２団体（ＮＰＯ法人カッセＫＯＧＡＮＥＩ、Mystyle@こだいら設立準備会）を訪問
※Mystyle@こだいらは、11/7ＮＰＯ法人として登記。
・団体の開催するシンポジウム、セミナーへの共催、後援、講師派遣等。
○ 平成１８年１１月８日（参加者２９名）
「地域版 CB 中間支援機関プログラムメンバー交流会」
・「中間支援機関設立活性化相談会」の講評
広域関東圏コミュニティビジネス推進協議会 代表幹事 永沢 映
・各団体の活動状況の紹介
・事前アンケートに基づく共通課題についての意見交換

協議会セミナー
○ 平成１８年５月３１日（参加者３０名（受講者１５名（ＮＰＯ等団体職員、個人）、関係者１５名（協
議会幹事、当局関係者など））
～新会社法で広がるコミュニティビジネスの起業スタイル～
・新「会社法」で起業しよう－新会社法の概要と定款作成演習
（講師 行政書士 田幡 悦子氏）
・社会保険を知っておこう－退職して起業した場合の社会保険・労働保険
（講師 社会保険労務士 山口 恵美子氏）
・会社名を決めよう－会社名と商標について
（講師 弁理士 佐原 雅史氏）
○ 平成１８年８月２８日（参加者３２名（受講者１６名、報道関係者３名、関係者１３名（講師関係、
協議会幹事、当局））
セミナーin 桐生 「先進事例に学ぶ ～コミュニティビジネス成功の秘訣とは～」
・基調報告「コミュニティビジネス成功の秘訣」
（ＮＰＯ法人わたらせライフサービス 理事長 宮地 由高氏）
・現場見学
桐生市厚生総合病院、通所介護施設 新桐生の家、新桐生駅売店 ほほえみ
○ 平成１８年１０月６日～７日（１泊２日）（参加者２３名）
セミナーin 南房総たてやま 「地域の自然と歴史・文化を活用したＣＢ成功事例に学ぶ」
［１日目］
・現地視察・体験：千葉県立安房博物館見学・ＮＰＯ法人たてやま・海辺の鑑定団事務所訪問・
沖ノ島の貝殻を使用した工作メニュー体験（悪天候のため、海辺の自然体験
in 沖ノ島に替えて実施）

（ＮＰＯ法人たてやま・海辺の鑑定団 理事長 竹内聖一氏 外）
・基調報告「コミュニティビジネスによる観光まちづくり」
（たてやま・コミュニティビジネス研究会 山口 孝氏）
・交流会
［２日目］
・現地視察・体験：戦跡めぐり
館山城（南総里見八犬伝博物館）、赤山地下壕、戦闘機用掩体壕、米軍上陸地点、小高資料
館（ＮＰＯ法人南房総文化財・戦跡保存活用フォーラム事務所）
（ＮＰＯ法人南房総文化財・戦跡保存活用フォーラム 事務局長 池田 恵美子 氏
○ 平成１９年３月８日（参加者３６名（受講者２０名、関係者１６名（現地関係者、協議会幹事、当
局関係者など））
セミナーin ひたちなか 「地域の笑顔のために ～コミュニティビジネスによる暖かいまちづくりの
実例に学ぶ～」
・基調講演 ＮＰＯ法人なかなかワーク事務局長 高島 洋平氏
・事例発表 ＮＰＯ法人生活支援ネットワークこもれび理事長 楳田 美紀子氏
ＮＰＯ法人くらし協同館なかよし理事長 塚越 教子氏
・現場見学 障害者デイサービス事業所「はっぴい」、くらし協同館なかよし

広域関東圏コミュニティビジネス推進協議会・シンポジウム
○平成１９年２月２日（参加者 ２１４名）
・事例報告
－「病児保育に革新を～地域たすけあいビジネスモデルの構築」

ＮＰＯ法人フローレンス

－「市民が集まる映画館～『深谷シネマ』チネ・フェリーチェの挑戦」
ＮＰＯ法人市民シアター・エフ
・パネルディスカッション
「地域の経営におけるコミュニティビジネスの存在意義と役割とは」
－株式会社日本総合研究所 主任研究員 矢ケ崎 紀子 氏（コーディネーター）
－ＮＰＯ法人フローレンス 代表理事 駒崎 弘樹 氏（パネリスト）
－ＮＰＯ法人市民シアター・エフ 代表理事 竹石 研二 氏（パネリスト）
－ＮＰＯ法人コミュニティビジネスサポートセンター 代表理事 永沢 映 氏（パネリスト）
－中央労働金庫 営業統括部次長 山口 郁子 氏（パネリスト）
・紹介事例 ＮＰＯ法人活き粋あさむし（青森県青森市）
ＮＰＯ法人地域たすけあいネットワーク（新潟県三条市）

後援名義等の使用承認
記載したイベントは、協議会事務局（関東経済産業局コミュニティビジネス推進チーム）
に申請があり、協議会代表幹事名で後援名義等の使用を承認したものです。

開催日

イベント名
コミュニティビジネスシンポジウム in 小金井
（共催）
さいたま市ニュービジネス大賞（後援）
東京電機大学理工学部環境フォーラム２０
０６（後援）
コミュニティビジネス・シンポジウム in 小平
（共催）
シニアと主婦のための“身の丈起業”入門
講座（後援）

18.8.24.
18.11.8
18.12.9
18.2.6
(予定)
18.2.17･24

申請者
NPO 法人カッセ KOGANEI
（財）さいたま市産業創造財団
東京電機大学理工学部
NPO 法人 Mystyle@こだいら
NPO 法人カッセ KOGANEI

他者が主催するイベント等への会員の紹介
記載したイベントは、行政、ＣＢ実施団体、ＣＢ支援団体等から本協議会事務局に講師、
パネラー等の斡旋依頼があったものに限ります。
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幹事会の開催

８
第１回【１８年４月２０日（木）】

今年度の大まかなスケジュールが決定されました。

議題 ①地域版ＣＢ推進協議会の設立支援についての検討
・支援依頼書の様式

・設立相談会の開催方法
②勉強会開催について
・５月勉強会の開催
③その他
・今年度協議会事業のスケジュール
・今年度会員募集ビラ

第２回【１８年６月２８日（水）】

今年度事業の柱の一つである地域版ＣＢ中間支援機
関の設立・活性化支援について話し合いました。

議題 ①今年度幹事就任の確認
②地域版中間支援機関の設立・活性化支援の内容について
・支援フレームの確認
・９月相談会に向けた作業スケジュールの検討
③その他
・協議会セミナーin 桐生の開催案について
・㈱シニアコミュニケーションからのご提案について
・協議会セミナーin 館山の日程について

３
第３回【１８年７月２７日（木）】
議題 ①株式会社シニアコミュニケーション様からのご提案について
②地域版ＣＢ中間支援機関の設立・活性化支援について
・支援フレームの検討
・９月相談会に向けた作業スケジュールの検討
③広域関東圏コミュニティビジネス推進協議会の自立化について
④その他
・協議会セミナーin 桐生の開催案について
・コミュニティビジネスシンポジウム in 小金井について

３
第４回【１８年１１月８日（水）】

協議会の自立化について検討を進めました。また、
来年度幹事は現幹事の任期延長の方向で合意し
ました。

議題 ①地域版ＣＢ中間支援機関の設立・活性化支援について
・中間支援機関支援プログラムメンバー交流会について
・Ａ登録２団体への支援について
・中間支援機関メーリングリストについて
②来年度幹事会について
・運営方針等について（協議会の自立化について）
・幹事メンバーについて
③その他
・ＣＢシンポジウムについて
・協議会現地セミナー ｉｎ ひたちなかの開催について

第５回【１８年１２月１９日（火）】

協議会の自立化について議論を深めました。

議題
①協議会の自立化について
②中間支援機関設立・活性化支援プログラム
③広域関東圏コミュニティビジネス推進協議会シンポジウム
④その他

第６回【１９年１月３０日（火）】

協議会の自立化について大枠を決定しました。

議題
①協議会の自立化について
②広域関東圏コミュニティビジネス推進協議会シンポジウムについて
③協議会の来年度活動方針の検討
④その他

第７回【１９年３月７日（水）】

来年度協議会事業について検討しました。

①地域版ＣＢ中間支援機関設立・活性化支援プログラムについて
②平成１９年度年間スケジュールについて
③協議会の民営化に向けた新たな提案について
④その他

