広域関東圏コミュニティビジネス推進協議会
平成２０年度事業報告書

２０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（以下、「協議会」という。）は、コミュニティビジネス
（以下、「CB」という。）実施団体、CB 支援団体、自治体、商工団体、金融機関等関連団体などを
会員に有し、広く関係機関等の間にネットワークを構築することにより、CB の創出・育成を効率
的に推進し、地域経済の活性化に資することを目的として、広域関東圏 1 都 10 県 で平成 15 年
3 月より活動してきました。
近年、行政や中間支援機関が行ってきた普及啓発活動の効果や、マスコミで取り上げられる
機会が増えたことの影響もあり、ここ数年で CB 事業者は着実に増加し、また地元民間企業や金
融機関、大学等でも CB との連携に大きな関心を持つようになってきています。
しかし一方で、CB 事業者は、スタッフが定着しない、資金が足りない、企業や大学等との連携
を取りたいが方法がわからない、支援してくれる機関が地域にない等、「人材・資金・ネットワーク
不足」という発展課題を抱えています。そして、行政や企業においても、支援や連携の必要性を
感じながら、実際には具体的化出来ずにいる地域が殆どであるというのが現状です。
協議会では、平成 19 年７月に事務局を関東経済産業局から民間団体（NPO 法人コミュニティ
ビジネスサポートセンター）へ移管、自立へ向けての新たな一歩を踏み出したところです。
本年度は、事務局を務めるＮＰＯ法人コミュニティビジネスサポートセンターが関東経済産業局
より「平成 20 年度地域新事業創出発展基盤促進事業（ＣＢ推進事業）」を受託したことから、前述
の地域内の連携不足という大きな課題の解決策ともなる「広く 1 都 10 県各地の関係機関に開か
れたネットワークの構築」のほか、ＣＢの創出・発展を促す様々な事業を、協議会のネットワーク
を基盤として実施して参りました。当該事業では、広域関東圏１都１０県に直接足を運び、現地で
関係者から生の声を集めることで、CB の現状や課題を再認識する良い機会となり、また、幾つ
かの地域ではネットワーク構築に向けた基盤を作ることができました。
また、自主事業として、ＣＢ視察ツアーを実施し、協議会の本格的な自立化に向けた試みを行
いました。
CB には、新たな創業支援、地域活性化、地域雇用など、様々な効果が期待されております。
今後、各地域が主体的に CB 支援策・CB 推進を活発化させていく中で、協議会といたしましても
広域関東圏をまとめるプラットフォームとして、培ったノウハウを活かし、様々な課題の解決と CB
の更なる発展に向け活動して参りたいと考えています。
今後とも皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げます。
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会員の状況

会員数
○ 会員数 ： １６９（平成２１年６月現在）
組織形態

活動地域

活動分野
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個別事業の取組状況

委託事業
関東経済産業局「平成２０年度地域新事業創出発展基盤促進事業（コミュニティビジネス推進事業）」
（受託先：ＮＰＯ法人コミュニティビジネスサポートセンター）

地域ネットワークの構築・管内 CB 事業者調査
協議会が支援対象とする１都１０県を１２地域（東京都（多摩地区と２３区）、茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県）に分け、各地域でのネットワークの構
築、CB 活性化に向けた支援と普及を行った。また、各地に足を運ぶなかで、CB 事業者を訪問し、各
地の状況をヒアリングして情報を蓄積した。
no

地域

no

地域

1

東京都 23 区

8

神奈川県

2

多摩地区

横浜市

3

茨城県

川崎市

4

栃木県

5

群馬県

6

埼玉県

10

山梨県

さいたま市

11

長野県

千葉県

12

静岡県

7

9

新潟県
新潟市

千葉市

静岡市
浜松市

■千葉県千葉市・・・市民、CB 事業者、行政に向けた啓発イベント「千葉市コミュニティビジネス学習
会」を１月に開催。６０名が参加
■群馬県・・・CB 実践者、支援者を集めた意見交換会を２月に前橋市で開催。
■茨城県・・・２月「水戸市コミュニティビジネス振興セミナー」を開催。１００名が参加。
■埼玉県さいたま市・・・さいたま市内の中間支援団体を集めて１月と２月「さいたま市コミュニティビジ
ネス中間支援団体意見交換会」を実施。
■東京都多摩地域・・・CB 実践者、企業、支援者等をひろく集めた「多摩コミュニティビジネスシンポジ
ウム」を多摩信用金庫と共催。１２０名参加。
■静岡県浜松市・・・３月「地域産業に生かせ浜松コミュニティビジネスフォーラム 」を開催。浜松市内
の企業、金融機関、市民等８０名参加。
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行政分科会の開催
○日時

平成２０年１１月２８日（金）１４：３０～１７：００

○場所

さいたま新都心合同庁舎１号館８階８-２会議室

○参加
○内容

２２名

（１）基調講演
「コミュニティビジネスと中間支援機関の役割」
広域関東圏コミュニティビジネス推進協議会幹事 堀池喜一郎
（２）CB 取組事例発表
進行：広域関東圏コミュニティビジネス推進協議会幹事 柳田公市
◇神奈川県 商工労働部産業活性課 樋口 祐一氏
◇横浜市 経済観光局 商業・ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽ振興課 村田 尚子氏
◇横浜市 よこはま CBsmiles 斉藤 保氏
◇川崎市 経済労働局産業政策部企画課 菱沼 聡氏
◇川崎市 特定非営利活動法人ぐらす・かわさき 江田 雅子氏
質疑応答
（３）グループ討議とまとめ
（４）広域関東圏コミュニティビジネス推進協議会事業について
「平成 20 年度コミュニティビジネス推進事業について」
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

シンポジウムの開催
○日時

平成２１年２月３日（火） １３：３０～１７：００

○場所

ニッショーホール（東京都港区虎ノ門２－９－１６）

○参加

３００名

○内容
（１）コミュニティビジネス事例発表
「カフェから始まる、おもしろまちづくり」
株式会社イータウン 代表取締役 斉藤 保氏
「都市と農村の交流、そして関東ツーリズム大学へ」
NPO 法人えがおつなげて 代表理事 曽根原 久司氏
（２）コミュニティビジネスネットワーク事業活動報告
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 映氏
（３）コミュニティビジネス調査報告
「コミュニティビジネス中間支援機関の持続可能な運営方法について」
株式会社三菱総合研究所 研究員 浜岡 誠 氏
（４）パネルディスカッション
「コミュニティビジネスの可能性と中間支援機関の役割について」
・コーディネーター
ＮＰＯ法人シーズ・市民活動を支える制度を考える会 代表理事 林 泰義氏
・パネリスト
上記発表者 斉藤 保氏、曽根原 久司氏、永沢 映氏、浜岡 誠氏

4

自立化検討会の実施
■第１回 自立化検討会
○日時

平成２１年２月３日（火）１１：００～１２：３０

○会場 ニッショーホール 第三会議室
○メンバー 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、同幹事柳田、同幹事堀池、
同幹事栗原、同幹事斉藤、同幹事竹内、同事務局桑原
○議事次第：
（１）自立化について
・協議会における自立化とは
・現状の課題 等
（２）具体的な推進方策について
（３）今後について意見交換
■第２回 自立化検討会
○日時 平成２１年３月１２日（火）１２：００～１４：００
○会場

関東経済産業局 ８階８－１会議室

○メンバー

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、同幹事柳田、同幹事堀池、

同幹事栗原、同幹事斉藤、同幹事竹内、同事務局桑原
○議事次第：
（１）前回のまとめ
（２）具体的な推進方策について
・各幹事の提案 等
（３）来年度について意見交換

自主事業

視察ツアー
○日時

平成２０年１０月９日（木）１３：００～２０：００

○参加

２３名

○内容
○参加費：４０００円
○訪問先
◇守谷すたいる
ＴＸ開通にあたり町おこし会社｢守谷すたいる｣設立。守谷の物産をコミュニティビジネスの視点で掘
り起こす活動を学ぶ。
◇まいんコロッケ
商店街の人脈から地元の提携農家や精肉店、各商店との協力を得て、商工会女性部員のコロッケ
で街づくりの継続。
◇シニア村
「医」・「食」（食堂、喫茶ルーム等）・「住」（安心、安全、バリアフリー等設備）、シニア世代の心配事
を少しでも解決できるマンション（終の住家）のコレクティブハウス経営。
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◇ＮＰＯ法人茨城県南生活者ネット（ＫＣＮ）
複数の事業の概要。発足から現在までの経営経緯。

幹事会の開催
年間８回開催
■第一回幹事会
○日 時 平成２０年４月２日（水）１０:００～１２：００
（１）代表幹事の選出
（２）平成２０年度事業について
①運営目標
②実施事業
③予算
④スケジュール
⑤事業分担
（３）経済産業省平成２０年度協議会予算について
（４）地域版ＣＢ中間支援機関設立・活性化支援プログラム Ｂ登録申請について
■第二回幹事会
○日 時 平成２０年５月１３日（火）１０:００～１２：００
（１）①委託事業について
②自主事業について
１）予算運営
２）スケジュール
３）事業分担
■第三回幹事会
○日 時 平成２０年６月１０日（火）９:３０～１２：００
（１）①委託事業について
②自主事業について
１）予算運営
２）スケジュール
３）事業分担
■第四回幹事会
○日 時 平成２０年１０月６日（火）１５:００～１７：００
（１）地域ネットワーク構築について
・地域毎の進捗状況
・今後の推進方法について
（２）中間支援機関の設立・活性化支援プログラムについて
・プログラム内容の検討
・支援先地域の再検討
（３）行政分科会について
・日程と内容の検討
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（４）現場視察ツアーについて
■第五回幹事会
○日 時 平成２０年１１月２８日（金）１２:００～１４：００
（１）地域ネットワーク構築について
・地域毎の進捗状況
・今後の推進方法について
（２）管内 CB 調査について
（３）啓発資料「コミュニティビジネスの推進について」
・内容確認
（４）委託事業に関わる事務手続きについて
・経費使用状況など
（５）今後のスケジュール確認
■第六回幹事会
○日 時 平成２１年１月９日（金）１１:００～１２：００
（１）地域ネットワーク構築について
・地域毎の進捗状況
・今後の推進方法
（２）報告書について
・全体の構成
・役割分担
（３）委託事業に関わる事務手続きについて
・経費使用状況など
（４）その他
・第 1 回地域ＣＢ／ＳＢ推進協議会連絡会報告
・今後のスケジュール確認 等
■第七回幹事会
○日 時 平成２１年２月２６日（木）１０:００～１２：００
（１）地域ネットワーク構築について
・地域毎の進捗状況
（２）来年度事業について
（３）その他
・次回の自立化検討会について
・委託事業 事務手続きについて
■第八回幹事会
○日 時 平成２０年３月１２日（木）１０:００～１２：００
（１）地域ネットワーク構築について
・実施報告
（２）来年度事業について
（３）委託事業 事務手続きについて
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他者が主催するイベント等への幹事・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に講師、パネラー等の斡旋依
頼があったものに限ります。
開催日

イベント名

主催者

出席幹事・会員

役割

20.11.2０

ＮＰＯ法人向けコミュニティビジ

埼玉県川越比企地

永沢映代表幹事

講師

ネス支援事業コミュニティビジ

域振興センター
永沢映代表幹事

委員会

柳田公市幹事

講師

ネス講座
20.11.21
21.2.17

平成２０年度茨城産業大県創

財団法人茨城県中

造基金事業審査委員会

小企業振興公社

平成２０年度コロンビア国別研

独立行政法人国際

修「起業・就業支援」受け入れ

協力機構東京国際
センター

後援名義の使用承認
記載したイベントは、当協議会が後援名義等の使用を承認したものです。

開催日
20.6.20

イベント名

主催者

食・農ＣＢモデル事業成果報告＆セカンドリーグ

パルシステムセカンドリーグ運営委員会

設立宣言
20.6.20

食・農ＣＢモデル事業成果報告＆交流会

その他
ホームページの運営とメーリングリストによる情報提供を行った。
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パルシステムセカンドリーグ運営委員会

