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[報文]

農業・農村体験の取り組みにおけるNPO法人の活用事例
一一一取り組みの組織化における利用場面と課題の考察一一

加藤克 明 *

Using Non-pro五tOrganizations to Promote and Develop Farm and Rural 
Experiences of Urban People 

Katsuaki Kato 

In some rural or mountainous areas， populations and farm incomes have been 

decreasing， while th巴 percentageof elderly persons has been increasing. In such areas， it 

has become more important to promote and develop agro-tourism based on farm and 

rural experiences for the purpose of maintaining the region's social and economic vitality. 

However， it is difficult for public agencies to manage activities associated with farm 

or rural experiences effectively and efficiently， or for private companies to make profits 

from these activities. Non恥profitorganizations are therefore expected to organize and 

promote these activities. 

This paper・considerstypical cases in order to present three ways in which norト

profit organizations can be used to organize and promote activities associated with farm 

or rural experiences. These three ways are as follows: (1) Community organization in 

which， for example， people can join activities such as growing rice， soybeans and tea for 

self-consumption， and cooperate with each other freely but without regulation; (2) A way 

of creating organizations that act like social enterprises， for example， the organization 

that promotes agro-tourism， thereby providing employment opportunities for community 

people， and that at the same time provides welfare services for elderly people， thereby 

maintaining the vitality of the community; (3) A way of building organizations that act as 

project te丘msor task forces， for example， carrying out projects such as training new 

farmers through cooperation with college， municipal offices， farmers cooperatives and 

farmers. While these members create a new entity， they also have clear responsibility for 

their own part of the project， namely recruiting， schoo1ing， training and supporting new 

farmers. 

[キーワード]

NPO法人 non-profit organization， 農業・農村体験 farmand rural experience， 

コミュニティ community， 社会的企業 social enterprise， 地域再生 community 

regeneration， プラットフォーム platform 
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1.はじめに

農業や農村での体験をベースとする都市と農村

の交流や共生・対流の取り組みが進展し，またそ

の促進が期待されている 1)。その背景として，農

業俣IJには，資材価格の上昇傾向や就業人口の高齢

化，さらには産業の空洞化等に伴う農業所得や農

外所得の長期逓減傾向がある。他方，都市側にも，

長期滞在型観光や健康増進等への志向をベースと

する都市住民の農作業体験や田舎暮らしへの関心

の高まりがある。政策的にも， 2007年の観光立国

推進基本計画は，グリーンツーリズムを体験型・

交流型観光へのニーズに対する地域密着型の

ニューツーリズムの一つに位置付けて，これを後

押ししている。また，子ども農山漁村交流プロ

ジェクト (2008年度)等の施策もスタ}トしてい

る。

取り組みの促進には，担い手となる主体の形成

が不可欠となる。特に，その継続性や社会的信用

の確保では，農業生産におけると同様，担い手の

法人化が求められる。生産面では，農業生産法人

の要件もあり，農事組合法人と株式譲渡制捜会社

(有限会社は廃止)が一般的となる。他方，交流

や共生面では，特に，食育や体験学習等の教育的

な位置付けをもっ取り組みや地域活性化の取り組

み等では，活動の公益的側面の担保や自治体と協

働する際の非営利性，さらに一面では生産者以外

の主体の参加が望まれる。こうした背景から，施

策ではNPO法人が取り組みにおける担い手の一

つの選択肢として期待されている 2) 3)。

しかし， NPO法人形態の活用は必ずしも進展

していない。これには，事由として取り組みの段

階自体が自治体主導の段階や任意組織の段階に留

まっているという現状がある。開時に，他の事由

のーっとして， NPO法人形態の利用の実際や課

題への理解が浸透していない点も考えられる。そ

こで本稿では，取り組みの促進を視野に，農作業

体験等に関わり NPO法人が実際の取り組みの組

織化や法人化において果たしている機能や特設を

3つの事例に基づいて整理することで， NPO法

人の社会的意義や活用方法の解明を試みる。また，

農業・農村体験の取り組みにおけるNPO法人の活用事例

あわせて，事例に基づくその利用場面の類型的な

整理を試みる t)。

2.検討の覗点と対象

農業や農村に関わるNPO法人の取り組みに関

する報告は，特に，都市農村交流に基づく地域再

生や里山等の環境保全での新たな担い手としての

社会的な期待も背景にあって，近年場加する傾向

にある。他方，内容面では，活動の実態や役割お

よび可能性の事例紹介や分析等が中心で，将来へ

の可能性を展望する報告と，期待が先行し内実が

伴わない等の謀題を指摘する報告とが多い。この

点では，実態把握や現状分析が主で，その社会的

意義や活用方策等については，多様な検討や議論

が始まったばかりの段階にあるといえる九

特に，農業や農村が産面する共生や対流の促進

や地域の維持・再生，担い手の育成等の課題への

取り組みに向けた組織化方策の視点で，その活用

への展望を論じている報告は少ない。本稿では，

そうした視点のーっとして，複数の活動主体が協

働するプラットフォーム G) としての機能に焦点を

当て，事例に基づく取り組みの実際と課題の整理

を試みる。

具体的には，農作業体験に関わる取り組みでの

NPO法人形態を活用した組織化について 3つ

の法人事例を対象に，法人が活動の組織化で果た

している機能の内容と意義を，概要，目的，運営，

社会的意義等の項目で整理する7)0 3つの事例は，

複数の活動主体の結合関係が緩やかな協力関係に

ある (A法人)，補完関係にある (y法人)，分業

関係にある (S法人)という視点で選択してい

る810

3.組織化事例の検討

(1) 金の安心に関わるコミュニティ影成に取

り組むA法人

NPO法人Aは，神奈川県のA平野で，食の安心

へのこだわりや関心をテーマに様々な取り組みを

行っている都市住民が主体となって組織した国体

宅
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である。

経緯を簡略にみると， 1993年に新規参入者の

リーダーや環境問題等に関心をもっ非生産者の市

民が田を借りて米の自給への取り組みを始める。

これを一つの契機として，自給や循環型社会の実

現に関心を持つグループとしてNが自然発生的に

成立する。 1998年頃に現在の団体名となり， 2003 

年にO市が都市農業成長特区を設定し， NPO法人

による農地の借地が可能となったこと等を契機と

して， 2004年に法人化している。

定款等での目的をみると，地域住民を対象に，

市民農の活動の支援や，新規就農者の研修に関す

る事業を行い，環境保全，経済活動の活性化，職

業能力の開発，福祉の増進に寄与することとされ

ている。ここで「市民農jとは，非農家でかつ新

規参入者以外の，自給に関心をもちかっ実際に取

り組みを行っている者を指している。事業の内容

は，項自自体は年々変化しているが，基本的には，

米・お茶・大豆作りに関わる実践の支援と指導，

および有機農業に関わる技術研究や研修等で構成

されており，市民農や新規就農者の支援を通じて

循環型社会の実現を目指すものとなっている。

組織を実態面からとらえると，援数の活動グ

ループの集合体であり，また同時に，それらの聞

の緩やかな協力や支援のネットワークの集合体で

ある。会員としての資格や会費はなく，いずれか

の取り組みに通年的に参加する者が会員とみなさ

れている。 2008年時点では，基本となる米・お

茶・味噌の自給活動の 3つの取り組みへの参加者

数は200名前後となっている。取り組みをグル}

ブ加にみると，中心となるのは13の世帯で構成さ

れる新規就農者のグループである。このグループ

は，有機農業の営農形態で，野菜を中心に週 2@)

の宅記に共同で取り組んでいる。次に，自給への

取り組みを行う 3つのグループがある(表 1)。

様々な関心とメンバ}とで構成される 8つの小グ

ル}プからなる米作りのグル}プ(田んぼの会)， 

製茶に向けての茶葉を生産するために遊休茶菌の

利用や管理を行うグル}プ(お茶の会)，味噌作

りのために大豆を栽培するグループ(大立の会)

である。他に，団体の取り総みとしては， 2006年

度よりサークル活動の位置付けとなった，収穫祭

(2005年度の参加者数約300名)や夏祭り(向約

430名)のイベントと，料理の会等の活動がある。

団体の基本的な活動からサークル活動としての扱

いに変更されたのは，イベントでは，参加者数の

増大に伴い新規就農者への負担が増加したこと，

料理の会等では，参加者数が限られまた生産活動

に寵接は結びつかない取り組みであることが理由

である。

運営の担い手は，新規参入者のグループと他の

3グループの幹事役とで構成され，これが丹 l田

の定例会の中核メンバーとなる。定例会は，連

絡・調整・意思決定機関であり，出席者数は20~

30名前後となる。

A法人ないしその活動の社会的な役割や意義と

して，次の 3点を整理できる O ①都市住民のA地

域における新規就農を，情報や機会の提供により

支援している。希望者に対し，窓口等の所在情報

の紹介，農地情報の紹介やO市内の場合には必要

であれば法人としての借地，技術情報の提供，野

菜の共同宅配への参加の受け入れ等を行い，また

メンバ}が相互に棺談相手となる等により，情緒

的サポートのネットワークとしても機能してい

る。②都市住民のA地域における自給への取り組

みを，情報の提供や農機具の共同利用により支援

している。関心をもっ住民に対し，遊休田の情報

の紹介やO市内の場合には必要であれば法人とし

ての借地，米・大豆・お茶作り等の取り組みへの

参加の呼びかけ，また所有する農機具の共同利用

等を行い，物理的サポートおよび情緒的サポート

のネットワークとして機能している。③自給や循

環型社会に欝心をもっ都市住民に対し，情報交流

の場を提供している。法人は自給に関係する取り

組みを行う多様なグループの集合体であり，また，

それぞれのグループ自体が情報交流の場へのアク

セスと，様々なネットワークをつうじた情報発信

や情報共有に基づき形成されている。

取り組みの組織化という視点に立っと， A法人

の意義は，特に，情報交流の場の提供とそこでの

サポートネットワークの生成にある。言い方を換

えれば，取り組みへの関心に基づくコミュニテイ

の生成にある。法人は，自給に関心をもちかっ具

体的取り組みを行おうとする住民や新規就農希望

者への支援をつうじて，循環型社会の実現を図る

ことを目指している。これを都市住民の側からみ

-42-



農業・農村体験の取り組みにおけるNPO法人の活用事例

市町村 地区/

略称

[お茶の会]

O市 KN地区
B 

参加者 規模

表 A法人における諸活動のグループの概要

概要

40口 25 a 10年間位継続。放棄腐を復活。生薬 6Kg(製茶1.2五g)をー

口(3千円)とし、 40口で毎年参加者を募集。 100名程度が

参加。年4回の除草、管理、手摘み収穫(世話人N氏)。

[大豆の会l
O市 NO地区 50口 10 a 6年目。味噌製造での大豆作り。大豆 3kg(味噌 10Kg、収穫

量で変動)をーロ(J200 F9lとし、 50口で参加者を毎年募集。

[回んぼの会(10カ所 100家族程度が参加)1 

K町 KJ地区 5家族 30 a 2003 年から 5~6 家族で運営。隣接の女性グループが 2007

OK  (+3家族) 年解散のためその函積を併合。会全体の苗代に隣接。

0市 KN地区 7家族 20 a 法人化前から 10年間、初代の代表が主催。年 10日の作業、

B !万円の経費で 100kgの米が包様。 YIHTS地区からの移転。

0市 F:l:l!J区 8家族 25 a l期の代表が中心

0市 KN地区 7人 17 a 2001年から不耕起、手植えで多品穫を作付け。 2004年特区

N で借地。創作家具作家が中心で最大 50人程度集まる。

01'行 KN地区 6~7 家族 20 a 2000年から 7年目。手植え。 K市のタクシードライパ(大

SN 豆の会の世話人)が中心。当初は会の先駆者がスタートさ

せた。

O市 S地区 9家族 20 a 2006年から。地権者の会社社長が中心。本人は他に 20aを

P 自作。

YIHT Y 11人十 40 a 2004年から。 l万円の経費で多品穏を栽培。初代の代表か

i家族 ら新規参入の養鶏者が引き継ぐ(一時、お茶の会の世話人)。

0町 O 2007年から。宅配グループのN氏が中心。東京等から 20
~30 代の会社員や山登りのグループが何十人も集まり作

業。

れば，法人は，自給への共感やそのための緩やか

な協力関係の構築に基づくコミュニティを形成し

ていることになる。あるいは見方を変えれば，法

人は自給への取り組みに向けた中関支援組織的 9) 

な役割を果たしているともいえる。

組織化におけるNPO法人の活用という提点に

たつと， NPO法人形態は，公益的な目的を共有

し，非営利のサポートネットワークで相互に支え

合うコミュニテイの生成やその法人格の取得に利

用されている。

課題としては次の点を指摘できる。 A法人の場

合 1期日の代表は，自給の取り綴みの広がりと

コミュニテイの拡大を優先させ，中核メンバーで

ある新規就農者の経営安定化もその中で達成する

ことを意図した。これに伴いイベントの参加者数

は300ないし400人規模となり，これは結来的に新

規就農者への過度の負担をもたらした。これに対

し 3期自の代表は，むしろ新規就農者の生産活

動への集中による経営の安定化を優先し，市民農

の活動の自律性の向上とこれによる負担の軽減を

図る。拡張路線から自律・共存路線への軌道修正

が進められ，収穫祭等の行事の性格もイベントか

ら例会に縮小される。これに伴って，法人は，自

給の取り組みの普及について，推進主体としてよ

りも中間支援組識としての性格を強める。とはい

え，活動や運営で中核メンバーが果たす役割は依

然として多く，負担の集中は続いている。

(2) 詰議会の再鶏成に基づき地域の再生に取

り組むY法人

NPO法人Yは，静岡県日市のK地域において，

地域を範囲とする協議会組織を法人化した団体で

ある。

経緯を簡略にみると， K地域は，町村制施行に

ともなう 1889年の明治の大合併から昭和の大合併

特の1956年までの行政区にあたる!日K村で，小学

校区に相当する。 1976年にK地域の農村女性のグ

jレープが，かつて存在した組織とは別に，新たな

つda告
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生活改善グループを組織し，長期間中断されてい

た女性の役割荷発や地域活性化に向けての活動を

再生する。検討を行うなかで， 1985年に農産物加

工と産品等の現地販売とを核とする交流によるむ

らおこしを地域住民に提案する。提案が契機とな

り， 1987年に加工施設，販売施設，周辺環境整備

等を内容とするふるさと活性化対策事業や一連の

関連事業が実施される(事業期間 2~3 年，総事

業費1.6億円)。この際，地元負担金 (4.3千万丹)

を，地域の財産区が管理する共有林の木材を売却

して檎填することとなる。このことが背景となり，

1986年に設立される事業主体としてのK地区活性

化推進協議会(以下，協議会)は，地域の全住民

を構成員とする。事業後，施設を管理する協議会

と農産物の加工販売グループ，食堂・売庖部門の

3組織が併存する形態となり，運営の効率化，財

務の透明化さらには後継者の確保・育成が課題と

なる。このため，組織の活性化に向けて，有限会

社化を中心に法人化が検討される。その過程で，

取り組みの理念や目的が地域の活性化や活動成果

の地域への還元にあること，そうした取り組みを

可能とする法人化の制度としてNPO法人形態が

適するとの認識に到達し， 2000年にNPO法人Yを

設立する O 悶年，法人形態を活かして，女性グ

ループにとっての念願であるいきがいデイサーピ

ス事業の活動を開始している。

定款等での呂的をみると，地域において森と木

や食の文化を通じた都市との交流，福祉の増進，

青少年の健全育成，環境保全の事業を行い，地域

資源を活用したモデル的まちづくりを進め，誇り

を持ち心豊かで安心して支えあうことのできる新

たなシステムづくりに寄与するとしている。環境

等の地域資源を活用した交流による地域の再生と

福祉の増進，環境保全等が意図されている。

組織は，総会一理事会-yまちづくり委員会-

4事業部制の構成となっている。法人化に捺し，

意思決定に関しては，協議会の理事会一運営委員

会一 4事業部制(総務，文化教養，産業，観光)

から理事会一運営委員会を引き継ぎ，同時に，事

業部制については，各種団体の所属部門別の事業

部制を組み換え，農産加工を核とする収議事業，

高齢者福祉，都市農村交流，自然環境体験・保全

の取り組み内容別の 4事業部制に再編している。

また，理事会と委員会については2005年にスリム

化と機能化が図られている。

運営面では，生活改善グループを主な出身母体

とする農産物加工奴売グループのメンバーを中心

に，担い手の中核メンバーが形成されている。す

なわち，まず，加工販売グループ自身が女性起業

グル}プとして農産物加工を事業化し，新規雇用

により食堂部門を立ち上げる。その後， 2001年の

物産館の整備に伴い売店の営業を分離し，併せて

収益事業部を確立している。同時にグループ自体

と核となるメンバーの拡大と世代交代を順次進め

る。他方では，法人設立に前後して， 1)ーダーの

l人であり，広報・渉外を受け持つ法人の事務担

当者が，都市農村交流や自然環境体験関連の事業

への取り組みを始める。企翻や申請，行政との協J

働，受入の窓口，取り組みを行う集落や団体との

連絡認整はこの担当者が一手に担う。この事務の

担当者ならびに会計の担当者も加工販売グループ

出身である。法人設立後に高齢者福祉の取り組み

を始めているが，福祉部門の担当者も法人の運営

の中核を担う。なお，グループの中核メンバーも

交流や体験の事業化に協力している。

Y法人ないしその活動の社会的な役都や意義を

整理すると，①地域資源を活用し，都市の住民に

交流や体験，休息、や休養の機会と場を提供してい

る。都市農村交流による地域の活性化を白的に，

山村の自然環境や近隣の農林産物を活用し，道の

駅の運営，行政等との協働による自然環境の体験

や学習の各種取り組み，リクリエーションの場の

提供を行っている。②都市農村交流を事業化し，

地域の住民に雇用や社会参加への機会を生み出し

ている。農産物の加工販売と食堂・売届等で30人

前後の時間給制での雇用を創出し，また，棚田の

散策やホタル鑑賞のイベントを分担する集落や団

体に若干の収入と交流を通じた社会貢献への機会

を提案している。③高齢者福祉やイベント開催の

取り組みをつうじて，地域住民の活力の維持に貢

献している。いきがいデイサービスや独居高齢者

への給食サーピスの実施，地域の諸団体との協働

による一大イベントD祭の主僕等をつうじて，地

域福祉の向上と協働意欲の醸成，地域内外の交流

の促進を図り，地域の維持・再生に向けた取り組

みへの参加意欲を高めている(表 2)。
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表2 Y法人の収益事業以外の取り組み(年度)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

[都市農村交流活動]

ホタルの銭賞会/学校 O O O O O 
D祭(冬の一大交流イベント) O O O O O O O 

[高齢者福祉活動]

生きがいデイサーどス O O O O O O 
独居高齢者への配食サーどス

O O O O O O 
(一部H市の補君主)

デイサービスへの配食サービス
O O O O O O 

(H市社会福祉協議会から受託)

[自然環境保全活動]

子供の水辺(協働) O O O O O O O 
水辺環境体験学習(協働) O O O O O O 
野生生物(希少種)観察会(協働) O O O 
花と緑のまち推進(協働) O O 

[新規事業開拓]

交流居住モデル事業(協働} O 
森林療法研究(協働} O 

注 r(協働)Jは行政機関との協働事業や受託事業。

取り組みの組織化という視点に立っと， Y法人

の意義は，地域の維持・再生を悶る社会的企業10)

の創設ないし生成にある。 K地域では，女性起業

グループの活動の蓄積を背景に，協議会設立当初

から，集落や諸問体の代表という伝統的な地縁裂

の組織を基盤とする集団と，女性の起業グループ

というより機能的な集団とが，地域活性化の取り

組みに向けた組織化や組織運営を共生的な関係に

基づき行っている。この点で，法人化とは，地域

共河体の合意形成機関としての協議会のー側面と

活力生成組織としての女性企業グループとの，地

域の支援と利益の地域還元とに基づく共生関係の

組織化であり具体化である。この地域の維持・再

生を自的とし，利話を高齢者の福祉向上や交流の

取り組みによる活力維持に還元する組織化とは社

会的企業そのものの創設ないし生成といえる。

組織化におけるNPO法人形態の活用という視

点にたつと，この社会的企業といえる協議会形態

の組織が，組織の効率化や財務の透明化を求めら

れたとき，地域社会と機能集団との連携や共生関

係を維持しやすいNPO形態による法人化と運営

方式を選択したといえる。

課題としては次の点を指摘できる。 Y法人の場

合，率で 1時開以内の移動範聞に競合する道の駅

がその後相次いで 2カ所開設され，地域活性化関

連の施設も周辺に整備されている。これに伴い，

売上はここ数年低下傾向にあり，一時期は給与の

一定割合を占めた賞与も削減されるに至っている

(図1)。これを背景として，一部の理事・からは，

女性起業グループの思い入れの強い地域福祉への

見直しが求められおり，仮に補祉サービス打ち切

りとなればグループの士気にも影響しかねない。

こうした状況を踏まえ，法人化から 7年が経過

した現在，法人は効率的な運営を可能とする組織

形態や運営方式への転換を図ろうとしている O 組

織面では理事会をスリム化し，運営面では各事業

部や交流・体験に取り組む集落等の活動の自律性

の向上を留り，定年制の導入により後継者の育成

を進める等，組織の活性化を図っている。これは，

経営体意識がやや希薄な協議会組織の負の側面を

排徐し，より経営体意識を明確化した法人を確立

するための意識改革といえる。一方で、収益事業の

効率化を留るとともに，他方では一巡した補助や

助成事業に代わる行政等との新たな協働を視野

に，交流居住モデル事業の受託や森林浴の可能性

に向けての講習会，コミュニティタクシーの検討

p
b
 

d
伎
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関 y法人の2001年度を基準とした賞与，福祉サービス支出等の指数表示

等の新たな分野の試行や開拓を進め，さらに，ア

ルプホルンのコンサートによる地区の新たな魅力

づくりにも取り組んでいる。

(3) 新規就農希望者の研修と地域への定着に

取り組むS法人

NPO法人Sは，北海道の農家戸数の急速な減少

への危機感を背景に， F市にある短期大学と空知

地方を中心とする自治体やJAが，地域の農業経

営の継承者の育成を目的に， F市で設立した団体

である。

経緯を簡略にみると， 2002年に協議体の形態、で

スタートし，道の補助事業での指定と，短期大学

による文部科学省の現代的教育ニーズ取組支援プ

ログラム(現代GP) 11)への応募等の関係から，

2004年に法人格を取得している。道立農業試験場

を退職し，短期大学に異動した道の農業界のリー

ダーの構想が設立の産接の契機となっている。そ

の構想とは，地域農業の継承者を生産者の子弟だ

けで確保するのは限界であるとし，全国から新規

就農希望者を受け入れ，その育成・定着を留るこ

とを目指そうというものである。

定款等での自的をみると，北海道での新規就農

をサポートするため，地域に自治体やJA等の団

体で構成するサポートセンターを設立し，また，

就農研修のための研修フア}ムを確保すること

で，総合的な新規就農サポートシステムを確立し，

次代の農業の担い手を育成するとしている。事業

の内容は，新規就農希望者の①募集と選定，②研

修と実習，③定義の支援で構成されている。大都

市で希望者 (20歳以上の社会人)を募集し，盟大

の合格者を対象に，短大での授業と研修の受入農

家となる研修ファームでの実智を 2年間実施し，

卒業後，農業経営の継承や農業生産法人への就職

による地域への定着を留る。

組織は，形態的には，短大，自治体， JAの関

係者と生産者との協議体となるが，活動の実態か

らみると，法人の事務局と短大，研修ファーム，

ならびに，ブランチとよぶ地域毎の自治体やJA
等の団体よりなる地域サポートセンターの 4つの

ユニットで構成される共同事業体である。換言す

れば 4つの組織ないしは集団による，分業に基

づく協働のための組織である。

活動の実際麗をみると，事務局は，全体の連絡

調整や広報を担当するとともに，短大との協力な

いしはその委託を受けて，新規就農フォーラム

(東京・大阪・札幌)の開催，新・農業人フェア

への参加，研修ファームツアーの開催を行う。ま

た，研修ファームで実習中の研修生への巡罰指導

等も行う。短大は，これらフォーラムやツアー等

の主鑑と関係者の評価を踏まえた合格者の選定，

2003年に新設した新規就農コースでの社会人学生

の受け入れとその研修を行う。研修ファームは，

夏季 (4~1O丹)に研修生の実習を受け入れ，月

7万円の賃金を支払う。地域毎のブランチは，希

望者の居住や就農・定義時の支援等を行う。事務

局以外のユニットは，新規就農希望者の定着に向

けて，それぞれの専門分野で対応可能な範閣を分
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S法人の研修実緩の推移表3

研修ファーム

登録

59 

62 

64 

その他

退学 2
退学 i

退学 2・留年 i

組織再編

研修継続

'
l
p
a
nノ
u
n
f
u

4 
7 
4 
4 
6 
3 

募集停止

注 1)2008年伎の研修継続は留年2名を含む。

2)研修ファームの空機については件数をJ記録できていない。

就農

q
d
E
d
-
-
n
u
 

2回生

S
4
7
4
n，

d
q
υ
a
4
 

入学年度

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

だす機会を提供している。研修ファームツアーで

は，研修希望者と受け入れる生産者とのマッチン

グを行い，合格者の選定でも地域や研修ファーム

側の評価が考慮されている。ただ，研修生が必ず

しも研修を実施した研修ファームに定着するわけ

ではない。

取り組みの組織化という視点に立つと， s法人

の意義は，地域農業の継承者の確保に向けた取り

組みの産学官の連携による協働事業化，ないしは

取り組みを行う共同事業体の創設にある。通常，

自治体，短期大学， ]A等が協力や連携関係を締

結する場合には連絡協議会等の任意組合方式が用

いられる。事例では，研修生の募集，研修・実習，

定着を一貫した事業として行う点や，文部科学省

等の補助金に基づき事業を実施する点等から，執

行体制や財務の明確化のために法人化が不可欠と

され，法人形態としてNPO法人が選択されてい

る。

組織化におけるNPO法人形態の活用という視

点にたっと，組織や偶人が，公益的な目的の事業

を分担と協働に基づいて実施する事業体を組織

し，補助金関連の事業の受託で法人格が必要とさ

れたとき， NPO法人形態が選択されている O な

お，この持点では，非営利法人としては，有限責

任中間法人 (2008年12月以降であれば一般社国法

人)も選択肢となるが，共益目的や300万丹の基

金の必要性，また事業報告書等の公開の義務づけ

がない点で，公益目的の事業を行うのであれば，

NPO法人形態が選択しやすい山。

課題としては次の点を指摘できる。 S法人の場

合，短大は文科省の助成等を得て半農半学の教育

巧
444 

拒している。ないしは，それぞれのメリットを生

かせる範盟で協力している。短大は，道や現代

GPの補助を利用した新設コースの定着とその学

生数の確保を，研修ファームは，農繁期である夏

季の労力不足の解消と継承者や雇用者の確保を，

自治体や]Aは地域への定住者や後継者の確保を

意図している(表 3)。

運営は，理事会，運営委員会，事務局の体制で，

専従の事務局長が取り組みの中心を担う。財務面

では，収入は会費，委託料，交付金・補助金で構

成され， 2003年と，短大が現代GPでの補助をう

ける2004~06年の期間は，短大からの委託料が 6

~7 舗を占める。この点で，運営の核となるのは

事務局と短大で，新規就農希望の社会人学生を募

集するフォーラムやツアー，セミナーは現代GP

で実施されている。また，新規就農コースの一部

は現代GPによる特別講師が担当している。以上

の側面からは，短大が， 2003年の地域の農業経営

の継承者を育成・定着させる半農半学の実践型教

育事業モデルとしての新規就農コ}スの新設に向

けて，運営に必要となる自治体や生産者との産学

官連携を目的に， 2002年に法人の前身となる組織

Sを設立したともいえる。

S法人ないしその活動の社会的な役割や意義を

整理すると，①都市住民等の非農家出身の新規就

農希望者に対し，農業参入の機会と体系的な支援

を提供している。この支援システムにより，希望

者は技術・資金・情報やアクセス手段がなくて

も，研修や実習，一部生活費や居住，就職情報や

定住の支援を受けることが可能となる。②後継者

不在の生産者や地域に対し，経営の継承者を見い
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表4 法人事例の概要と社会的意義

Y法人

共生裂

(活動が部分的に相互依存)

コミュニティ裂

新規参入者(13家族)と米

(10グループ)、茶、味噌(大

豆)の自給に取り組むグルー

プ相互が緩やかな協力の場

を創出

自給に関わるコミュニティ

社会的企業型

食育や環境体験学習による

都市農村交流、道の駅や生き

がいデイサービスの運営を

一部棺互に依存しつつ実施。

地域活性化推進協議会、女性

起業グループが併存

活動の組織・運営体制の統合

と確史、財務の透明化

行政との協働・国県市助成

収益事業と公益事業明確化

設立の経緯

(法人化の意義)

法人格の利用

S法人

共i奇型

(分業分担に基づく活動)

プロジェクト型

新規就農セミナー・ツアーの

開催、短大・研修ファームへ

の受け入れ、研修生の生活支

援を分担と協働にさ基づき実施。

提唱者の提言で組織化

事業主体の設立、短大の文科

省補助金申請、道rt'の助成

共同事業の実施主体

短大から法人に事業を委託

新循綴紛茶環滋型の・味燥取社噌会希りめ望の組自実者み給現ののの支促取援進? 地域段信の維対社持・再生と環境保全 地成農業の継承者背成・確保自 μ 都地市域 交の流向の上促進・事業化 新規就農希望者の定着支援

お茶 噌の り組み一グ食い育きが、体い験学習・環境学習、 新規就農希望者の募集、教育

{収益事業)

作業機桑の共同利用 ) 一 デイサービス 研修、定着支援

幾充家、レストラン、農林蕊物奴

農産加ヱ

会員 都名鏡取異陶し}市環け支なり組て援裂住るみJ民をす目緩t孟t会的tるや体共や待j会i語T約感、吾自寵なす1給援Z筋8る0ののI力名市顧理達関.民問成念策係がやピの同、3 iHK村の農林家・住民 関係機闘{自治体・短大・JA)、

一一…約 800名 生産者(研修ファーム)、個人

総織の実態 地域の維持よ再生という壊念地域の担い手の確保・育成と

;を共有する伎民が、部会や地 いう理念に賛同する関係機

IKでの異なる罰的や自擦の 関が、同ーのB的を達成する

逮成に向けて、相互に補完的 ため、業務を明確に分担して

ネットれワてーいクるそ綴築織く。 ことで な関係をもちつつ敬り組み 取り組みを進める事業体。
形成さ を進める地域範囲の組織。

運営と財務

実務の担当者 理事長が実質的に事務局長 事務の専従者 i名が事務局 事務局長は専従。各機関等と

として機能。中心的メンバ- f量的に機能。女性企業グルー の連絡調繋と、短大からの委

のボランティア活動で運営。 プの数名とともに実務を担 託を含め事業の一部を分担。

財務の特徴

年会費

運営上の課題

法人の社会的な

窓義

活動毎に独立採算制を採用。

会費 O円

新規参入者の宅配グループ

に運営・協カの負担が集中。

循環墾社会の実現や宕給の

取り組みの具体化1::関わる

コミュニティの形成・維持の

中核ないし支援組織として

機能。公益的ないじ共主主的な

毘的の実現や関心の具体化

に向けた運動や普及活動の

場の形成に活用できる。

つ。
収益で福祉・交流の人件費を

捻出。体験学習は主に助成。

会費 100円入会金千円

収益事業の伸び悩みで地域

還元が人件費の逼迫を招く。

地域再生と雇用創出に向け、

収益事業と地域福祉や都市

企農村交流等の公益の増進に

係わる事業を絡会した社会

的企業として機能。共生対流

関わる取り組みの事業化

と利益の地域還元とを図る

綴織の法人化に活用できる。
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補助金・助成金で事業費の 8
~H討を鰭う。

会費団体 5万、偶人 5千円

研修生が少なく文科省補助

金の交付期間後、活動が停滞

地域の農業継承者の予李成と

いう公益的目的を達成する

ための産学官の連携による

共同事業の事業主体として

機能。公益目的の共同事業体

やプロジェクトチーム設立

の手段として活用できる。



モデルの事業化を試みたが，定着には歪らず，

2008年度の募集をもって新設コースは廃止とな

り，法人も見直しが予定されている。直接の原因

となったのは，研修希望者の応募数が伸びず，目

安の 1学年10名を上自らない点と，研修生の受講

率が低い点である。法人の事務局では，事自につ

いて以下の様な分析を行っている。①研修生が生

活費を確保できない。夏季は研修ファームの実習

で月 7万円が支給されるが，冬季はF市ではアル

バイト等の機会が無い。②生産者は部門の譲渡よ

りも農場の売却を希望する。これは，研修生にと

り資金的にも技術的にも負担が大きすぎる。③2

年間の研修・実習では技術の習得には不十分であ

る。兼業機会が眼られる空知地域の営農開始には

一定以上の技術水準が求められる。④研修生は授

業よりも実習を優先する。このため，講義の出席

率が低下する。こうした状況を踏まえ，現時点で

は，この事業モデルを短大の既存のコ}スに組み

込む方策が検討されている。

以上の 3法人についての，機能に関わる概要と

社会的意義とを整理し，表4に示す。

4. おわりに…一一活用の展望と課題

農業・農村体験の取り組みの促進に関わる

NPO法人形態を用いた組織化の事例の検討に基

づき，活動のプラットフオ}ムとしてのNPO法

人の利用方法について，コミュニテイの形成，社

会的企業の創出，プロジェクト実施主体の設立の

3つの利用場面を整理した。これらの事例は，そ

れぞれが特撮的な活用方法としての可能性を示唆

すると同時に，その課題もまた，一面で活用方法

に固有のものとなっている。この点について 3

事例の利用場面に関わる活用方法の展望と課題の

特徴点とを類型的に整理しておく。

市民が自給に取り組む事例は， NPO法人形態

が，公益的目的への共感と多様な活動間の緩やか

な協力のネットワークに基づくコミュニテイの形

成に利用できることを示唆している。事例では法

人化により，農地借地主体としての法人格の利用

や作業機具の共有，地域の社会的信用の確保が圏

られている。同様の利用場面としては，関心や謀

農業・農村体験の取り緩みにおけるNPO法人の活用事例

題を共有する複数の個人やグループが，多様な目

標ないし目的の達成に向けて，緩やかな協力関係

や協働に基づく法人化を必要とする場面を想定で

きる。食の安心や安全に関わる地域での食育，循

環型社会への展望，霊山や棚田等の地域資源やこ

れらを含む地域環境の保全，民俗芸能や祭礼等の

有形・無形の文化的資源を含む地域資源の保全等

に関わる交流や体験の取り組み等の法人化で、あ

る。

他方，そこでの課題もまた事例より予崩しうるO

コミュニティ型の法人は，目的への共感を参加や

設立の動機とし，具体的な目標や活動については

多様性を前提とするため，リーダーによる取り組

みの方向付けや動機付けにより活動の内容や求心

力は影響を受けやすくなる。また，財務基盤が弱

い場合は特に，ボランティア的な中核メンバーへ

の負担も大きくなりやすい。

都市農村交流に基づき地域活性化に取り組む事

例は， NPO法人形態が，交流や体験，地域資源

の活用の事業化を通じて，その収益事業の成果の

一部を地域の雇用確保や福祉，文化活動等に還元

し地域の再生を園る社会的企業の組織化に利用で

きることを示唆している。事例では法人化により，

交流の取り組みに関わる行政との協働や地域福祉

の取り組みにおける社会福祉協議会等との協働，

公益的取り組みでの社会的信用の確保が図られて

いる。同様の利用場関としては，相互に補完ない

し共生関係にある複数の主体や活動が存在し，地

域の維持・再生を事業化の手段で達成するために

法人化を必要とする場面を想定できる。地域の農

商工聞の横断的な連携で活性化を図る地域協議会

組織や，地域の維持・再生に関わる集団やグルー

プのネットワークが，農業・農村体験や自然環境

体験の事業化に基づき雇用の確保や地域福祉の向

上，文化資源の保全の取り組みを行うための法人

である。

他方，そこでの課題もまた事例より予測しうる。

社会的企業型の法人は，一経営体としての収支や

効率が課題となり，収益事業の動向で活動全体の

規模が左右されることになる。特に，活動相互が

補完関係にある場合には，地域への還元の機能が

低下すると，還元に碁づく地域の魅力づくりや参

加意欲も低下し，これが収訴事業にも影響すると
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いうスパイラルに陥りやすい。団体は，事業の環

境変化に伴い，構成員の意識改革や組織改革を他

の形態よりも強く求められることになる。

地域農業の継承者の確保に取り組む事例は，

NPO法人形態が，同ーの公益的目的を分業と協

働に基づき達成するため共同事業体の設立や産学

宮等の連携に利用できることを示唆している。事

例では法人化により，事業主体として行政の補助

や助成での申請・採択対象となり，自治体や団体

との協働，専任スタッフの震用等を行っている。

同様の利用場面としては，独立した法人や団体が

公益的側面の強い事業を分業等に基づき共同事業

として行う捺に，取り組みの主体となる事業体の

組織化と法人化とを必要とする場面が想定でき

る。生産者，旅館，旅行業者等が連携する宿泊型

の農業体験学習や環境学習，地域おこしに関わる

コミュニティピジネスの設立，生産者や流通業者

が連携する有機農産物生産の普及や特定の地域資

源の保全活動等を行うための法人化である。

他方，そこでの課題もまた事例より予測しうる。

共同事業体型の法人は，事業を分担する部門の一

つが行き詰まると，プロジェクト全体が終駕に向

かう。メンバーの独立性や専内性が高いほど，他

の国体との代替はより困難となる。

都市部における田舎暮らしへの憧れに象鍛され

る共生や対流への関心の高まりと，農村における

高齢化・過疎化のなかでの地域の維持・再生への

試行錯誤をいかに結合させうるかは，国民生活の

質の向上とともに，農業・農村の未来にとっても

課題となっている。その際，取り組みを促進する

主体として， NPO法人は有力な選択肢となる。

また，逆にそうした主体の中から社会的企業を育

て地域蒋生を展望する視点の必要性も高まってい

る。従来の地域経営の主たる担い手であった自治

体や農業団体の現在の財政逼追は今後も続くであ

ろうし，それに伴いその活力は急速に減衰する恐

れがあるからである。この意味で， NPO法人の

活用場面はここで整理した以外の視点も含め，今

後，様々な検討を進める必要がある。

i主
1)滞在型の交流への取り組みの実際や意向を，市町村

を認査対象として実施された2006年度 ri帯在型グ

リーン・ツーリズム等振興調査jを例にみると，回

答した1.067市町村について， r体験ツアー受入Jは

取り組み中31%，取り組み予定と検討中21%0rf本
験型修学旅行等の受入J17%， 18%， rスクール開

校(その地ならではの各種専門知識・技術の習得)J

3 %， 18%となっている。なお，向調査の「推進体

制についてjで，公開を可とする「市町村グリー

ン・ツーリズム振興等推進組織J215組織の組織名

をみると，主体の大部分は事務局を自治体やJAが担

当する推進協議会や実行委員会等の任意図体であ

り， NPO法人は11団体に過ぎない(他には，株式会

社 2，有限会社 1，農事組合法人 1)。自治体やJA

の財務状況の遷迫と合併による職員定数の減員，そ

して，ぞれ以上に1ぎから民への潟流や双方の協働が

求められるなかで，現行の取り組み体制には課題が

あり，法人化等による取り組み主体の確立が急がれ

る。

2 )地域の再生や維持に関わる取り緩みにおいて，行財

政改革に伴う中央から地方，官から民への潮流の中

で，地域や住民と行政との協働や住民の参加が期待

されている。協働では特に，公益性と非営利性の担

保が必要とされることから，企業セクタ}を必ずし

も排除はしないものの， NPO法人や今後普及が見込

まれる一般社団法人への期待がある(中間法人は廃

止，一般法人に移行)02008年度創設の内閣府の

「地方の元気持生事業jでは応募主体を，①地域活

性化に取り組む法人 (NPO等)，②地方公共間体，

③地方公共団体を構成員に含む法人格無き協議会と

している。農林水産省では2006年度からの「農村コ

ミュニティ再生・活性化支援事業jで，事業実施主

体を， NPO法人p 農業協同組合等，土地改良区，地

方公共団体が出資する団体等としている。その他，

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金や夏山林再

生総合対策，また特定農地貸付j去の開設主体等でも，

NPO法人等の参入への道を開いている。地域や住民

との協働促進が行政のテーマとなるなかで， NPO法
人や一般社団法人等の事業参入への機会の拡大は，

今後もその進展を予測できる。

3) NPO法人とは， 1998年成立の特定非営利活動促進法

(NPO法)が定める特定非営利活動法人である。特

定活動とは，当初12，後17分野(宗教と政治を除く

ほぼ全ての分野)の公益(不特定かっ多数のものの

利益)を増進する活動であり，非営利とは利益を配

分しないことである。 NPO法の成立は，日本型の，

公共の担い手=政府セクターの前提のもとでの，民

法の社団法人や財毘法人，特別法による医療法人や

学技法人等の許認可主義に基づく公説法人や公益的

法人の制度に対する，欧米裂の，公共の担い手=市

民セクターへの流れを形作ろうとする市民活動の成

果であり，認証主義に基づく公益的法人制度の確立

である。日本のNPO法人の制度化では，主に米国の

非営利セクター (non-profitlnot-for-profit 

organizations)が参考とされている。しかし，米国

n
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にはNPO法のような制度があるわけではない。法人

等が非営利セクターと分類されるのは，財務省の内

閣歳入庁(IRS:Internal Revenue Service)におい

て，団体が税法上どの区分で認証されるかによる。

また，認証自体は比較的容易で，年ごとのffi体の活

動報告や決算報告の審査がよ号重要となる。内国歳

入法(連邦法26編)501条 (c)等では，免税団体と

なる法人や信託等の分類を規定している。非営利セ

クターは，これら分類が適用される団体で構成され，

逮邦所得税が免除される。分類のうち，特に501(c) 

(3) 団体が非営利セクタ}の中心とされる(山岸，

2000) (http://www.irs.gov/charities/charitable/ 

index.htmO。米国では非営利セクター，英国ではボ

ランタリーセクター(チャリティーセクターを含む)

の呼称が一般的であるが，近年，欧州を中心にサー

ドセクタ}がより一般的となっている。サードセク

ターとは，政府 (government)，企業 (private)の

セクターに対する良部非営利/市民セクターであ

る。

4)本稿では，営利綾織ならびに自治体や農業公社主事に

よる組織化は考察の対象としない。農業・農村での

体験に関わる取り組みで，営利型のビジネスモデル

が成立するのであれば，そもそも取り緩みは農業生

産法人や一般企業等の法人が担うことになるし，ま

た担うことが望ましい。自由な市場競争によりサー

ビスの質の向上も期待できる。他方，指定管現者制

度や市場化テスト，協働等の官から民の潮流のなか

で，協議会組織等の事務局機能を自治体や関連公社

等が今後とも担うことが可能な恵まれた地域では，

そもそも取り組みの法人化を検討する必要性は低

し、。
5 )農業・農村に関わるNPO法人について，その全体的

な{支援付けや分類に関しては，田淵 (2004)が，

NPO法人を中心とする非営利活動の実態と可能性を

概観し，特に国民の農業理解では市民社会の創造や

成熟が必要であるとし， NPOにその役割の一端を期

待している。中塚 (2007)は， NPO法人の活動内容

より，地域活動，資源循環，中間支援，食の安全，

有機認証の 5つの類型化を行い，類型ごとに事業主

体や規模，財務の概要を整理している。都市農村交

流の担い手に関しては，多くの事例報告があるが，

中塚 (2004)は，技術者や大学生で構成するNPO法
人を組織し，都市農村交流を促進する事業を手がけ

る中で，都市・農村住民の「つなぎ手jとしての

NPO法人の意義と課題を毅淫している。谷口等

(2006)は，良身参画する， ]AのOBや研究者，生産

者等が組織するNPO法人が，地域資源としての蔵を

活用し，ファームステイ等により地域再生に取り組

んでいる事例を紹介している。他方，同烏 (2007)
は，自然体験・環境教脊事業に取り組むNPO法人を

事例に，活動の自治体への経済的効果と社会的効果

を整理し，法人の幹部が文部科学省の支援する中間

支援組織であるNPO法人自然体験活動推進協議会の

農業・農村体験の取り組みにおけるNPO法人の活用事例

認定する指導者資格を取得し，またその指導者制度

を導入することで，事業受託が容易になり新規事業

を伸ばしている点を法人の成長要因とし，日本型

NPO法人の一つの現状を示している。景観を含む環

境保全における役割や意義に関しては，福輿等

(2004)は，流域間環境管理に関わるNPO法人の実

態について， 123団体のアンケートへの回答に基づ

き，活動内容や財政，協働の内容等の実態の概要と

課題を整理している。また，福輿等 (2004)は，地

域環境の管理活動においてNPO法人やボランティア

団体が果たす役割や期待とその課題とを，中山間地

域の市町村担当者へのアンケートとNPO法人データ

ベースとの比較により検討し，環境管理活動につい

て，市町村とNPOの活動との問に，活動地域と活動

内容でのミスマッチがあると指摘している。

6 )多様な体験を基底とする交流では，個別の生産者や

回体等の単独組織による取り組みでは内容の広がり

に限界があり，都市住民のニーズに対応しにくい。

また，学習やリラクセーション，社会参加による自

己実現，社会復帰にむけての訓練等，体験をつうじ

た教育，福祉，文化に関わるサービス供給の取り組

み等では，目的とする活動の公益性の確保と，活動

自体の持続性を担保する収益性の確保との両立が必

要となる。この場合，自助努力とともに，公的機関

や企業，個人等による財政的もしくは人的な支援が

望まれる。以上から，取り組みの組織化では，複数

の活動主体や団体の協働を必要ないしは前提とする

場合が多くなる。言い換えれば，こうした協働を可

能とするために，綾織化形態としてNPO法人が選択

されている側面がある。ここでは，こうした協働を

前提ないしは可能とする組織化の機能を，載せるた

めの墳が組み込まれている装置もしくは構造という

意味で，プラットブオ}ム機能と呼ぶ。

7l事例の検討は，代表者あるいは実務担当者への聞き

取りと法人の事業報告舎ならびに総会資料より行っ

ている。聞き取りの対象者は以下のとおり。 A法人

では 2期と 3期の代表者。 Y法人では，生活改善

グループの代表であり食堂部門の代表でもある副代

表と，行政との事業での協働やPR活動を一手に受け

持つ副代表，ならびに会計担当者。 S法人では

期と 2期の事務局長である。

8) ここでは，組織をバーナ}ド流に r2人以上の人々

の意識的に調整された活動または諸力の体系」と捉

える。活動での協働関係に焦点をあて，組織化での

活動や活動主体の結合関係について，総合が緩やか

で個々の活動の独立性が高い協力・共存裂，結合が

部分的に棺互依存ないし補完の関係にある補完・共

生型，結合が分業や分担に基づく分業・共同裂の 3

つのタイプを想定している。

9 )中間支援組織Cintermediary)は， NPO支援組織の

うちの資金提供だけを担う組織に限定して用いる場

合があるが，ここでは非営利活動の促進に向けての

資金提供，情報交流，ネットワーク作り，人材育成
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の全般に関わる支援組織をイメ}ジしている。

10) r社会的企業」について，英国の産業貿易省 (DTI:

Department of Trade and Industry)は次のように

定義している。“Socialenterprises are defined as 

businesses with primarily social objectives whose 

surpluses are principally reinvested for that 

purpose in the business or community. rather than 

being driven by the need to maximise profit for 

shareholders and owners". [DTIは2007年にどジネ

ス企業規制改革省 (BERR:Department for 

Business. Enterprise & Regulatory Reform)に改

組・包摂され，現在，社会的企業に関わる施策は内

閣府のサードセクター局 (Officeof the Third 

Sector)が所承している。]英国には， 2008年時点で

社会的企業が5.5万存在し (http://www.

cabinetoffice.gov.uk/third_sectorlsocial_enterprise. 

aspx) ，その先進匿といえる。この定義のように，

社会的企業は，社会的な目的や課題の解決をビジネ

スで達成し，その利益を事業主や株主の利益最大化

に向けるのではなく，目的や課題解決のためにビジ

ネスないし地域に再投資することを基本とする。た

だし，社会的企業については欽米関にニュアンスの

棺違があり，さらに欧州各臨聞にも差異がある(内

山・石塚訳.C. ボルザガ， ]. ドゥフルニ， 2004)。

コミュニティピジネスの発祥地である英国を含め，

欧州では，多様な協同組合や社団の活動をベースと

する社会的経済の伝統が強く，地域や協同組合を

ベースとする社会的企業により焦点が当てられてい

る。これに対し，米国では事業型のNPOや利潤目的

と社会的活動の調和をはかる営利企業をベースに，

むしろソーシャルイノベーションを担う事業やこれ

を生み出すソーシャルアントレプレナーにより焦点

が当てられている。この欧米間の相違は，内容より

もより視点の違いに起函していると考えられる。英

国等では，チャリティ図体等を含め，自的としての

社会的ミッションに焦点をあてる傾向がある。他方，

米国では，結果としての経済活動を通じた社会の革

新に焦点をあてる傾向がある。社会問題の革新的解

決や社会起業を論じる際， NPOや企業，企業のCSR

活動等の主体にとらわれる必要性は低い。後者の文

脈では特に，社会的企業は，企業セクターを含む。

谷本 (2006) は，社会的企業を構成する形態を，

NPO法人等の非営利組織形態，社会指向型企業や企

業の社会的事業 (CSR)よりなる株式会社等の営利

組織形態，ならびに両者にまたがる協同組合等の形

態としている。本稿では，地域の再生に取り組むコ

ミュニティビジネスないし地域協同組合的な社会的

企業を想定している。

11) r現代的教育ニーズ取組支援プログラム(現代GP)J

は，各種審議会からの提言等，社会的要請の強い政

策課題に対応したテーマ設定を行い，各大学等から

応募された取組の中から，特に優れた教育ブロジ、エ

クト(取組)を選定し，財政支援を行うことで，高

等教育の活性化が促進されることを自的とする(文

部科学省のサイトより )0GPはGoodPractice。

12)一般社図法人の選択が可能な現時点で想定しでも，

この法人形態が目的の共主主性や公益性等を伺わず，

中間法人を包摂し共主主B約の団体を含む点で，財務

諸表の公告が義務づけられてはいても， NPO法人形

態のほうが取り組み姿勢での公益性を主張しやす

い。[公益法人制度改革 (2006年の一般社団法人及

び一般敗出法人に関する法律と公益社団法人及び公

益財団法人の認定等に関する法律の制定ならびに民

法第34条の廃止)にともない， 2008年12月1Bより，

準問主義(法の定める手続き婆件をi持たせば行政官

庁の許可なしに登記が可能)に基づき一般社団法人

による非営利(剰余金の分配を行わない)['f]体の設

立が可能となっている。これにより，日本の非営利

セクタ}は，公益認定に葱づく公益社団・財団法人，

5年間の移行期間付きの特例民法法人，特別法(主

に認、可)に基づく法人，認証に基づく NPO法人，な

らびに準則主義に基づく一般社団・財団法人等で構

成されることとなる。]
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