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産業建設常任委員会 所管事項調査 

報 告 書 

 

１．実施期間 

平成２９年７月３１日（月）～ ８月１日（火） 

 

２．視察場所及び視察項目 

（１）滋賀県長浜市 

〇「長浜市産業振興ビジョン」について 

（２）滋賀県東近江市 

〇東近江三方よし基金について 

 (・ＳＩＢの仕組みを活用した「コミュニティビジネススタートアップ支援事業」

について 

     ・創業支援事業計画について) 

３．出席者 

委員長 小山博正 

副委員長 八島満雄 

委員 舘 大樹、前田秀資、横田典之、橋田夏枝、越水 清 

 

４．視察の内容 

（１）滋賀県長浜市 

〇「長浜市産業振興ビジョン」について 

①市勢 

人 口：１１９，５６６人（平成２９年７月１日現在）  
世帯数：４５，２３１世帯（平成２９年７月１日現在）  
面 積：５３９．６３平方キロメートル  

琵琶湖に面し滋賀県の東北部に位置している長浜市は、豊臣秀吉が

小谷城下などの商人たちを集めて作った城下町が基礎となっており、

北國街道や長浜城など多くの歴史的遺産を有している。江戸時代中期

には縮緬産業を、明治以降は繊維工業を基盤として滋賀県北部の商工

業都市として発展し、平成２２年には旧長浜市と６町が合併して現在

の長浜市が誕生した。  
また、京都市や名古屋市からは約６０キロメートル、大阪市からは

約１００キロメートルの場所にあるため、現在では京阪神や中京、北

陸といった経済圏とも深く結びついている。このような歴史的背景な

どもあり長浜市には製造業が多いが、平成２０年のリーマンショック

や２３年の東日本大震災など地域経済に大きな影響を及ぼす外的要因

が相次いだこともあり、２１年以降の長浜市の事業所数・従業員数・

製造品出荷額は減少傾向となっている。  
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②視察目的 

「平成２７年度  伊勢原市市民意識調査結果」によると、市の重点的

な施策３７本の中で「地域を支える商業・工業の振興」の市民の満足

度は３５位と低迷しているなど、伊勢原市においては市内企業の育成

や本市への企業誘致・投資の促進による雇用の創出などの産業振興が

求められている。そこで今回の所管事項調査では、産業振興による伊

勢原市の地域経済の再生と発展に役立てるために、長浜市の地域資源

を活かした特色ある産業振興策と「長浜市産業振興ビジョン」の聞き

取り調査を実施した。  
 

③視察概要 

長浜市では、２５年後を見据えた中長期的視点による戦略的な産業振興政策によ

り、市が持続的に発展し足腰の強い経済基盤を確立するために、直近５年間の目指

すべき方向とその実現の基本施策を示す第１期「長浜市産業振興ビジョン」を平成

２４年６月に策定した。「長浜市産業振興ビジョン」では「ローカルの再構築とグ

ローバルな展開によるグローカル産業都市を目指す」という中長期的な展望と、「①

オール長浜による地域資源の発掘とブランド化（みがく） ②産学官金連携による

バイオ産業の育成（そだてる） ③意欲と能力のある中小企業のグローバル展開（ひ

らく） ④戦略的な産業基盤・経営基盤の強化（ととのえる） ⑤人の輪で育む企業

人の育成（つなぐ）」という５つの施策指針に基づいた２５年間（５か年×５期）

の「長浜市産業振興ビジョン」を定め、「長浜スタイル」による持続可能な地域経

済基盤の確立と地域企業の発展に向けて取り組んでいる。 

平成２９年３月には、これまでの５年間の経済情勢の変化を踏まえると同時に、

今後の５年間を見据えた施策の方向性を示すため、第２期「長浜市産業振興ビジョ

ン」を策定した。第２期「長浜市産業振興ビジョン」においては、「①農商工＋観

光で取り組む地域資源の発掘とブラッシュアップ ②バイオクラスター裾野拡大に

向けた事業化促進 ③国際競争力のある製品開発の支援と海外市場開拓の促進 ④長

浜企業のステップアップに適したインフラ整備 ⑤連携を通じた企業家支援体制の

充実」を目標としている。 

さらに今後は、「地域資源と生活文化産業の融合による長浜ブランドの創出」「バ

イオ技術を活用した次世代成長産業の振興」「グローバル展開を目指す長浜企業の

育成」を重点プロジェクトと位置付けると同時に、長浜企業を総合的に支援する（仮

称）ながはま産業創造センターを設置し、産業振興ビジョンの推進と実現に向けて

取り組んでいる。 

 

④主な質疑応答 

Ｑ： 「長浜市産業振興ビジョン」の基本構想における位置付けと、「長浜スタイ

ル」確立の目的と経緯を教えて欲しい。 

Ａ： 長浜市では長浜市産業振興ビジョンを長浜市基本構想（平成２９～３８年度）
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の分野別計画として位置付けている。また長浜市産業振興ビジョンで掲げられ

ている長浜スタイルでは、「思いを共有し、ない物ねだりはせず、汗や資金の

拠出を惜しまない」結（ゆい）、「地域固有の自然や風土を慈しみ、責任をも

って脈々と受け継ぐ」ふるさと愛、「新しいものを進んで取り入れ、課題先進

国日本のトップランナーとして活躍する」進取の気性の３つを基本として理念

を地域の強みとして再認識することを目的としている。結は合併基本計画、進

取の気性は旧総合計画においても位置付けられていた。 

Ｑ： 長浜市産業ビジョンの策定におけるコンサルティング事業者の活用の有無と

ビジョン策定の費用はどの程度なのか。また、市単以外の国庫補助等の補助金

の活用はあったのか。 

Ａ： ビジョンの策定においては、第１期が学校法人立命館に委託費用４７０万円

で委託、第２期は（株）しがぎん経済文化センターに委託費用２００万円で委

託した。委託費用はすべて市単独事業費で国庫補助金などの財源は特にない。 

Ｑ： 長浜市産業振興ビジョンの推進の中心は商工会議所および商工会となってい

るが、市との関わりや役割分担はどのようになっているのか。 

Ａ： ビジョンの推進においては、商工会議所、商工会、金融機関などから構成さ

れている（一社）長浜ビジネスサポート協議会を推進母体として設立し、創業

支援や海外販路開拓などの事業委託を行い、企業の活動を支援している。 

Ｑ： 第１期長浜市産業振興ビジョンについての評価や課題を踏まえて、第２期に

再構築した具体的な取り組みは何か。 

Ａ： 中小企業者支援のワンストップサービス実現のために、（仮称）「ながはま

産業創造センター」を協議会の活動拠点施設として整備していく。具体的には、

専門家の派遣によるきめ細かな伴走型支援・起業支援をはじめ、経営手法・新

技術・知的財産等のソフトな経営資源情報を得る「知恵の拠点」「技術のプラ

ットフォーム」としての機能強化などに取り組む。また企業の人材確保など、

未来の担い手の育成の取り組みの支援を行っている。 

Ｑ： 市民満足度調査の結果から新たにビジョンに反映した施策等は何か。 

Ａ： 首都圏での情報発信拠点の整備や海外市場の開拓、また人材確保のためのイ

ンターンシップ実施や都市圏の学生のＵ・Ｉターン就職の支援を行っている。 

Ｑ： 「長浜バイオクラスターネットワーク」設立の経緯と、長浜市がバイオ関連

産業に着目した理由は何か。 

Ａ： 長浜バイオクラスターネットワークは、「長浜バイオクラスター」の形成発

展を目指し、産学官連携のもと「長浜サイエンスパーク」内の大学・企業シー

ズを産業振興・地域振興に活かしていくためのプラットフォームとして設立し

た。現在はクラスター事業として複数のプロジェクトを実施している。 

また長浜市では、４年制大学の設置は地域の悲願であったため、平成１５年

の長浜バイオ大学の誘致をきっかけとして大学を核とした地域振興を図るため

に、産学官の連携によるバイオ産業の集積に取り組んでいる。長浜市は大学誘

致後に構造改革特区に認定されたが、まだ医療や創薬などの関連企業の創業に
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は至っていない。 

Ｑ： 長浜サイエンスパークの企業の誘致方法と転入・転出の状況について教えて

欲しい。 

Ａ： 長浜サイエンスパークは滋賀県などと協力を進めながら地道に企業誘致を実

施している。平成１７年には（一社）が指定管理者でバイオ産業に特化した支

援組織である「長浜バイオインキュベーションセンター」を設置した。インキ

ュベーションセンターには１７社が入居可能だが、現在は１３社が入居してお

り２名の職員が経営指導などにあたっている。またサイエンスパークには、現

在６社が転入（うち３社が賃貸）しているが、これまでに転出・撤退した企業

はない。 

Ｑ： バイオ関連産業における新製品開発の支援・販売の方法と販売状況、また販

路開拓支援の補助金の額について教えて欲しい。 

Ａ： 「長浜グローカルチャレンジ応援事業」で企業が独自で取り組む新商品開発

や販路開拓を支援している（平成２６年６件、２７年６件、２８年７件、２９

年９件）。また、見本市への出展や海外での商談会への出展支援などを実施し

ている。販路開拓支援の補助金は３分の２を上限として、バイオ技術には２０

０万円、地域資源には１００万円を補助している。 

 

⑤視察後の考察（所感） 

〇長浜市は自らの現状や課題などをしっかりした認識に基づき地域性を活かした

「長浜スタイル」を確立した上で、市が目指すべき都市・産業の姿、ビジョンの

実現までの期間（２５年）、施策指針といった産業振興におけるビジョンを本市

より明確に描いているため、その後に設定している目標や施策にもぶれがなく、

ビジョンの実現に向けて着実に実を結びつつあると考える。 

〇バイオ産業の育成やバイオクラスターネットワーク事業の強化においては、産学

官金と連携して中長期的な視点で「長浜スタイル」という地域独自の産業を育て

ていこうという市の気概と決意が感じられ、本市においてもさらに一歩進んだ産

業ビジョンの策定と独自の産業を育てていく必要性を改めて感じた。 

〇長浜スタイルに掲げられた５つの施策指針で、大学と連携した産業育成がそれら

を活用して行われている現状が良く分かった。また滋賀県の人財ネットワークも

活用して高度人財育成にも力を入れるとともに、各社固有の強みを生かした商品

開発や事業化に取り組む企業の支援も活発に行われているようであった。 

〇結・郷土愛・進取の気性が相まって、近江商人の地域の強みを再認識し、ビジョ

ンの策定に地域や大学にコンサルティングを求めたことは成功への礎とも拝見

した。その上、地元商工会や会議所の協働総合力は強く、近江商人魂があるかの

ように(一社)を設立するほどのまとまりと郷土愛のなす技に敬服した。 

〇市も販路拡大で支援し、第１期から第２期を通して長浜バイオクラスターへと成

長させ、長浜古来の産業とは何ら関係のない産業の立ち上げは、脱帽としかない

「進取の気性」を十分感じた。前例や現在の産業への固執に終わることなく市全
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体の経営バランス感覚のよい地元近江商人の底力を感じた。 

〇市内企業のステップアップに適したインフラ整備のため、企業の成長に合わせた

工業用地の確保、産業活動を支えるインフラ整備、経営基盤支援体制の見直しと

活動拠点の整備などを通じて、企業の底上げを行われている点などが大変参考に

なった。 

〇伊勢原市商工会と所管事項調査前に委員会で懇談会を持たせていただいたが、市

の計画する情報が関係者に殆ど流れていない、せっかく工業用地を開発しても、

地元企業が活用できない、市の目指しているまちづくりの青写真が見えないなど、

多くの課題を頂戴した。長浜市で行われている産業ビジョンと伊勢原市産業ビジ

ョンの違いをもう一度精査し、有効に働くよう軌道修正を行いながら、市内産業

の発展に力を注ぎたい。 

〇長浜市産業振興ビジョンは「結」「郷土愛」「進取の気性」という理念のもと、

足元を見つめ直すローカル、世界を視野に入れたグローバルを融合させる意欲的

な計画だ。多彩なメニューの実践や滋賀県や大学との連携など、あらゆる政策と

地域資源を総動員したその歩み、道のりこそが付加価値額や平均所得額などの目

標数値では表せない「結」「郷土愛」「進取の気性」が備わった市民の発掘、育

成に効果があるといえよう。長浜市のように、経済的な目標を市民と共有するこ

とが伊勢原市の未来を拓くカギになるのではないかと思う。 

〇長浜市の「小谷城スマートインターチェンジ」の利活用においては、周囲が農用

地であるために産業活動を支えるインフラの整備を促進するのにかなり苦労が

あったとのことだった。伊勢原市においても新東名高速道路のインターチェンジ

周辺の土地利用に関して適切な参考例に挙げられると思う。 

〇産学官金の連携によるバイオ産業の育成においては、計画の策定に先立って「長

浜バイオ大学」の進出が決まっていたことには少し驚いた。このことは、企業誘

致や地域振興といったものが行政計画では必然であるが、その他の要素や人々の

努力の結果であることを暗示していると感じた。 

〇なぜ「バイオ」なのか、この疑問が行政職員の説明を聞いて、やっと理解できた。

バイオ系の大学誘致というよりも、１８歳人口の流出を防ぐために地元にとにか

く４年生大学を誘致したいという長年の夢がありやっと実現できた。それがたま

たま「バイオ系」であったということだ。当時は、バイオという言葉は一般的に

馴染みが薄く市民の間でも不安があったらしいが、市長の強い指導力のもとでバ

イオ大学設立後「バイオインキュベーションセンター」を設置し、バイオ系のベ

ンチャー企業を集めることに成功した。時間はかかるかもしれないが、ぜひベン

チャーが大きな企業に成長していき、長浜の基幹産業に発展していっていただき

たい。また、長浜サイエンスパークの設立へ向けたプロセスとしては、滋賀県と

の連携を強め、青年会議所のＯＢの力も働いたとのことだった。長浜市行政単独

では限界がある。やはり、様々な自治体や団体との連携や協力がないと難しいと

感じた。 

〇長浜市の説明を聞きながら、本市の状況を改めて考えた。本市は、偶然かもしれ
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ないが、東海大学医学部並びに東海大学病院がある。人材としては、医者、看護

師、薬剤師といった病院関係者がそろっており、開業医も多い。ただ、医療系企

業の誘致には至っていない。大山を中心に育った商店街、商人魂がローカルとす

れば、グローバルに向けて何を発信していけるか。将来比較的有望とみる医療系

産業をクラスターにして集め、メディカルパークをつくり、最先端の国際的産業

地域を構築することが望ましい。１８歳以上の人口の流出を防ぐためにも、近隣

自治体の学生たちが地元に残り、地元で働けるスキームを早急に作る必要がある

と痛切に感じた。 

〇「長浜市産業振興ビジョン」の第１期の指標達成状況をみると、製造品出荷額等

における付加価値額の比率、市民（納税義務者）の平均所得額ともに目標には達

していないため、施策の成果が表れなかったともいえるのではないかと思われる。

それゆえ、この第１期の状況を見極めながら次期の施策の展開を有効化していく

取り組みが必要となるのではないかと考える。 

〇「長浜スタイル」で開く産業都市を目指す「長浜市産業ビジョン」は、２５年と

いう中長期施策であり、現在は第１期の５年が終了し第２期に入ったばかりであ

るため、これからの取り組みへの創意工夫の結果が注目されるところである。ま

た、策定した産業振興ビジョンを積極的に実行しているところも参考になった。 
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（２）滋賀県東近江市 

〇創業支援事業について 

〇東近江版ＳＩＢの仕組みを活用した「コミュニティビジネススタートアップ事業」

について 

①市勢 

人 口： １１４，９２１人（平成２９年８月１日現在） 

世帯数： ４３，２９８世帯（平成２９年８月１日現在） 

面 積： ３８８．３７平方キロメートル 

    東近江市は滋賀県の南東部、京阪神と中京圏からいずれも１００キロメートル以

内に位置し、東は三重県との県境に接している。地形は東西に長く、東には鈴鹿山

系、西には琵琶湖があり、市の中央部には鈴鹿山系から琵琶湖まで愛知川が流れ、

流域には平地や丘陵地が広がり、緑豊かな田園地帯を形成している。 

中世以降、東近江市は市場町や門前町に連なる交通の要衝の地として栄え、近世

には近江商人が活躍しさまざまな地域との交流を通して数多くの文化がはぐくま

れてきた。平成１８年には旧東近江市と２町が合併し、現在では八日市駅周辺が商

業の中心的な役割を担うと同時に、数多くの工業団地が内陸工業地帯として工業の

中心的な役割を担っている。 

 

②視察目的 

伊勢原市では市内企業の育成や雇用の創出などの産業振興が求めら

れている。そのため今回の所管事項調査では、東近江市が経済団体や

金融機関と連携した創業希望者への支援を行っている「創業支援事業」

や、地域的課題を地域の資源を活用して解決する取り組みを市民が支

える「東近江版ＳＩＢの仕組みを活用したコミュニティビジネススタ

ートアップ事業」の聞き取り調査を実施した。  
 

③視察概要 

〇創業支援事業について 

東近江市では、市内経済団体と連携して後継者不足などによる市内事業者数の減

少に対して取り組んできたが、平成２６年からは産業競争力強化法の規定に基づく

創業支援事業計画の認定を受け、経済団体や金融機関と連携した創業希望者への支

援を行ってきた。さらに平成２９年からは内容をより充実させ、女性のための創業

塾や創業塾（起業塾）、ウェルカムショップ事業、空き店舗改修支援事業、チャレ

ンジショップ事業などのサポートを行っている。なお、各塾の受講生は、産業競争

力強化法の規定に基づき、会社設立の際に必要な登録免許税の軽減などの支援を受

けることができるそうである。 

〇東近江版ＳＩＢの仕組みを活用した「コミュニティビジネススタートアップ事業」

について 

東近江市では、平成２６年度からコミュニティビジネスの立ち上げを支援する助
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成事業「コミュニティビジネススタートアップ事業」を行ってきた。さらに２８年

度からは、これまでの事業に民間の資金やアイデアを活用して社会や地域の課題を

解決していく手法であるＳＩＢ（ソーシャルインパクトボンド）の仕組みを活用し

た支援を行っている。また事業が成果指標に達していれば、コミュニティビジネス

の事業者には成果連動型の報酬（補助金）として市民から集められた出資金が、出

資者には市から出資金が全額償還されるのに加え出資額の年利２％が支払われる

仕組みとなっている。 

さらに今年度は「東近江三方よし基金」というコミュニティファンドを創設し、

運営を任せていく予定である。東近江三方よし基金は、中世の近江地方に繁栄した

近江商人の精神にある「売り手よし、買い手よし、世間よし」を現代に展開し、サ

ービス提供者（事業者）、サービス受給者（市民）、投資者（市民・企業等）がと

もに栄えることを目的としている。地域の資金を東京などに流出させてしまうので

はなく、基金を通じて地域のために社会的投資をしてもらい、地域課題の解決と地

域の活性化に役立てようというものである。基金は基本財産を３００万円とし、基

金使用の対象事業は地域の里山の保全、この地に住みたいと願う次世代を育てる活

動、地域の世代を超えた交流の場づくり、若者が働きたいと思う仕事づくりなど、

社会的に意義ある活動としている。 

 

④主な質疑応答 

〇創業支援事業について 

Ｑ： 市は創業支援事業に対してどのような補助をしているのか。 

Ａ： 経済団体である商工会・市・債務者の補助支援という三者連携の体制でそれ

ぞれ上限が５０万円で合計１５０万円の投資支援となる。経済団体の支援が主

流で、特に市が強く関わることではなくサポート役になっている。また、創業

後の支援や展開についても商工会と同様、支援に回っている。 

Ｑ： ウェルカムショップ事業では、２４店舗中１５～１６店舗が現在も営業中と

のことだがその業種と、残念ながら営業を続けらなかった８店舗の業種、また

続けらなかった理由を教えて欲しい。 

Ａ： 現在営業中の企業はどれも小さな企業で、業種としては美容関係、トリミン

グ、飲食関係が主である。別の場所に移転した企業もあるが、廃業された飲食

関係の企業は収支がうまくいかなかったことなどが理由のようだ。 

Ｑ： 女性のための創業塾では１６６人が受講し、５６人が創業しているとの報告

ですが、どのような方々が受講されたのか。また、開業資金の補助の仕組みは

どうなっているのか。 

Ａ： 受講された方々には、夢を持ってこれから開業をしたい方や、現在開業して

いるけれど営業を見直したいという方、また商店街に開業を夢見ている方や、

郊外に店を構えたいという方もいる。受講された方々は、主にネイルなどの美

容関係や飲食関係の方で、約２年後の開業を考えている方が多い。現在創業し

ている５６人の方の中には、開業への不安を持っていた方もいたが、商店会や
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商工会が常に支援などの相談に丁寧に対応している。事業資金については、市

の事業として融資の利子の補助などの支援を行っている。また、商店会や商工

会でも、いろいろな支援策を行いフォローしている。 

Ｑ： 市内の空き店舗と空き家はどのくらいあるのか。また、宅建協会などは空き

店舗に対してどのような関わりをしているのか。 

Ａ： ３月３１日付けで、商店会の登録されている空き店舗数は４７店舗、市全体

の空き家数は１,３９８戸となっている。また空き店舗については、宅建協会が

呼びかけをして創業支援事業に賛同してくれている業者が集まり「一般社団法

人東近江住まいるバンク」を設立した。市は東近江住まいるバンクと連携し、

空き店舗の貸し借りの不動産契約関係を専門的な立場で契約指導していただき、

想定されるトラブルを解決してもらっている。 

Ｑ： 空き店舗の改修支援事業は東近江住まいるバンクに委託しているということ

だが、東近江住まいるバンクは市と契約しているのか、それとも商工会と契約

しているのか。また、空き店舗の改修支援事業での委託料はどのくらいか。 

Ａ： 東近江住まいるバンクは市と契約している。平成２９年度の宅建協会への委

託料は３００万円で、市の３課（企画、商工、総務）それぞれ１００万円ずつ

の支援事業となっている。この事業はそれぞれの課の横断的な事業となってい

るため、一度の契約で済むようになっている。 

Ｑ： 空き店舗が増加しているとのことだが、その理由は高齢化や人口減少なのか。 

Ａ： 基本的にまちの中心街は高齢化し、廃業する事業者が増え店舗も減少してい

る。また、市の周辺はドーナツ型に住宅街が増えており、大きな店の出現と駐

車場の広さでどうしても若い方はそちらに行く傾向にある。その打開策として、

空き店舗を活用する若い人や創業したい人への便宜を図っている。チャレンジ

ショップ事業により若い人に集まってもらうことは大切で、空き店舗の利用を

促進することで商店会の賑わいを支援している。都市部と市街化の棲み分けが

商店街の使命を考える上で大事な要素であると考えている。 

Ｑ： チャレンジショップ事業は出店者が主体で行っているとのことだが、実際に

開業や創業につながっているのか。また２８年度に年間４回、８日間開催して

いるが、今年度も同様に開催するのか。 

Ａ： チャレンジショップ事業は土日のみの営業し、開業での練習やイメージや展

開の試みを行っているという感じで、４～５回営業した後に開業・創業してい

る方もいる。また、今年度も昨年度と同様に開催する計画である。昨年は実験

的に金曜日に開業して、その場でやれるマッサージや、カフェ、パンなどの飲

食を試みたところ、多くの方々がお越しくださり賑わった。やはり、商店街の

役割を明確にするということに尽きると思う。 

〇東近江版ＳＩＢの仕組みを活用した「コミュニティビジネススタートアップ事業」

について 

Ｑ： 近江地域には人や地域のつながりを大切にしながら、広く公共利益のために

資金を提供し貢献する文化が残っているということもあるが、ＳＩＢや「東近
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江三方よし基金」に参加する方々はやはり何代も前から地域に根付いているよ

うな方々が多いのか。 

Ａ： 近江商人の精神のＤＮＡを持っている方々が多いことも事実かもしれないが、

基金立ち上げのメンバーを見てみると決してそういう方々ばかりではなく、も

ともと市外や県外の方々もいる。また、基金に寄付をしてくださっている方々

も、実は約半分が市外の方々からの寄付である。 

Ｑ： 「成果連動型ＳＩＢの仕組みを活用したコミュニティビジネススタートアッ

プ支援事業」においては、民間の資金提供者（出資者）が基金に出資するので

はなく、それぞれの事業に対して資金を提供するということなのか。 

Ａ： 平成２８年度に実施した事業では、各事業者がそれぞれ資金提供の募集をか

けるので、出資者は事業の内容やリスクを理解した上でそれぞれの事業に出資

をしている。２８年度は私募債という形で募集しているため、事業者と出資者

は顔のつながった関係で、出資の募集については口コミで伝わっている場合が

多いため、比較的短期間で出資も集まった。 

Ｑ： コミュニティビジネススタートアップ支援事業の審査において、コミュニテ

ィビジネスと通常の企業のビジネスとをどのように区別しているのか。 

Ａ： 募集の段階でコミュニティビジネスと通常の企業のビジネスとの具体的な線

引きはほとんどしていないが、その事業に社会的な意義が高いかどうかは審査

の基準のひとつとしてあるため、応募された事業を審査する中でそれらを判断

している。また、一般的な企業がわざわざ５０万円の資金を獲得するために市

の事業に応募してくるとは考えにくい。 

Ｑ： 「東近江三方よし基金」は、今年度のコミュニティビジネススタートアップ

支援事業においてどのようにかかわっているのか。 

Ａ： 今年度の事業においては、公募債の募集や発行は金融機関が行い、それ以外

の事業や事業者の審査などの運営については、市民による寄付を原資に設立さ

れたコミュニティファンドである「東近江三方よし基金」と市が協定を締結し、

基金の理事の中から選考評価委員会の委員３名を選出してもらうなどの中間支

援をお願いしている。 

Ｑ： コミュニティビジネススタートアップ支援事業の運営において、選考評価委

員会はどのような形でかかわっているのか。 

Ａ： 選考評価委員会は、おもに事業の採択と評価の部分で運営にかかわっていた

だいている。また現在、市ではコミュニティビジネススタートアップ支援事業

以外にも、ＳＩＢの手法を活用した中間的就労支援事業も立ち上がっており、

この事業においても選考評価委員会に事業採択と事業評価をしていただいてい

る。 

Ｑ： コミュニティビジネススタートアップ支援事業における事業評価の基準はど

うなっているのか。 

Ａ： 事業評価においては昨年度からＳＩＢの仕組みを活用しているが、制度設計

の段階では事業の成果をはかるのに単年度でよいのかという議論もあった。し
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かし「スタートアップ事業」であるため、事業に着手した初年度において目標

を達成したかを評価するということでよいのではないかとの結論に至った。ま

た、２年目以降の事業の支援をどのように行っていくかが現在の課題である。 

Ｑ： 東近江市には多くの好材料があり、地域振興や地域支援の取り組みを行って

いるが、発信やプロモーションの強化により事業や基金のさらなる発展が期待

できるのではないかとも考えるが、その点についての見解は。 

Ａ： 東近江市は合併して１０年が経過したが、１市７町が合併したということを

相変わらず説明しないといけないような状態が続いているため、「東近江市と

はどんなまちか」ということをきちんと発信できるようなツールをつくり、東

近江市の木地師文化などを活用した市のブランディングを行っていきたいと考

えている。 

さらに今年度は「東近江三方よし基金」の理念の中にもそのブランディング

を落とし込み、「こういうブランドがあるまちだから基金や事業を応援したい」

と市民が思えるような仕組みづくりを課題として取り組んでいる。 

 

（５）視察後の考察（所感） 

〇創業支援事業について 

〇創業支援では女性に特化したものと、一般を対象にしたものとが良いバランスで

推進していた。特に各支援塾では、創業のために必要な事項を学び相互にその内

容などを議論しプレゼンテーションを行い、事業計画書の作成をブラッシュアッ

プできるようになっている点と、その受講者が本格起業前に練習として市の準備

した模擬店舗で試験開業してその有効性を評価できる点などが大変参考になっ

た。空き家・空店舗の有効活用を図る手法は学ぶ点があった。具体的には、空き

店舗改修等の経費５０万円を上限に支援している。東近江市には、現在１３９８

軒の空き家と４７軒の空き店舗があり、ぜひ積極的に進めていただきたい。 

〇チャレンジショップ事業では、創業塾卒塾生に事業のイメージをつかんでもらお

うと短期間であるが、実際に出店してもらって自信をつけてもらっている。その

うち、３～４店舗は開業に至るという実績をあげている。一般的に起業セミナー

を開催している自治体は多いが、実際に出店する機会を与えることまで行ってい

る自治体は、非常に珍しい。こういったところに、東近江市の本気度が感じられ

た。本市ももっと大胆な手法をとるべきではないか。 

○後継者不足などによる市内事業者の減少対策として起業や女性のための創業の

講座を設ける創業支援事業は、市や商工会等の関連団体の連携で地域小規模事業

への創業希望の掘り起こしを図る地域産業の衰退傾向に対する真摯な取り組み

姿勢を感じた。行政、商工団体が中心になり推進している事業であるが市の活性

化を願う共通性が地域を思う市民の理解を得て市内事業者の増加につながって

いることは事業の成果といえる。 
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〇東近江版ＳＩＢの仕組みを活用した「コミュニティビジネススタートアップ事業」

について 

〇本市においては「市民協同事業提案制度」があるが、東近江市のコミ

ュニティビジネスに対する支援体制と比較すると脆弱であるため、本

市においても「東近江市版ＳＩＢ」などを参考にしたより積極的な支

援体制の強化が急務であると考える。 

〇地域課題の解決の取り組みを市民が支えるというだけでなく、東京に

流出してしまう地域の資金を地域の中で循環させる仕組みである「東

近江三方よし基金」については、社会的投資により地域の活力を高め

るというその理念と取り組みに大きく感銘を受け、本市においてもぜ

ひ参考にすべきだと感じた。 

〇日本中、後継者不足と第６次産業への流出は課題で、東近江市はその課題の解決

に、コミニュティビジネスをスタートさせ、市民全員が投資家になる「三方よし

基金」を誕生させたことは東近江市産業振興では傑作。「共に考え、共に創る」

未来につなげるまちつくりとしての成果連動補助金改革型ＳＩＢの手法は、時代

にマッチングした商品である優秀な施策であると捉えた。 

〇東近江市の取り組みのようなＳＩＢが誕生した機運は、近江商人の気風「進取の

気性」があり市民活動を支える風土があることが言える。また、この「三方よし

基金」の良いところは、資金提供者の市民、投資家、地元企業からの三方からの

同額資金が３倍となる仕組みであること。補助制度の新型であり、産官学金の地

域の金の新しいグローバルな展開が期待される方式であると感じた。 

〇ＳＩＢによるコミュニティビジネススタートアップ支援事業では、その融資資金

が成功を導くための様々な支援を、支援組織や市民が担い、地域課題の解決に乗

り出す資金受給者がその事業を継続できるように工夫されている点に強い興味

を持った。東近江版ＳＩＢの内容は一般的のものとは違うとのことであったが、

伊勢原市ではＳＩＢ自体がどの程度有効かを関係者とも議論してみたい。 

〇伊勢原市でも市民ファンドやふるさと納税などで多くの寄付を募っているが、Ｓ

ＩＢも地域課題解決のためのよき方法ではないかと思えた。仕組みや適応方法な

どをさらに研究し、活用の是非を判断していきたい。 

〇出資者たる市民にまちづくりへの当事者意識をもってもらうための工夫、新たな

産業の創出に加え、保守的ととらえられがちな公がビジネス支援に乗り出したこ

となどたくさんの効果を生んでいるが、それは近江商人に由来する「進取の気性」

があったからにほかならないと感じた。 

〇伊勢原でも高齢者の移動手段の確保など、生きづらさや不足感は日常に存在する。

収益性を維持しながらそうした課題を解決できる人材の育成、地域全体での後押

しを具体化していくことが求められている。東近江市の取り組みには、明るい伊

勢原市の未来づくりに多くの示唆があったのではないか。 

〇「成果連動型ＳＩＢの仕組みを活用したコミュニティビジネススタートアップ支

援事業」や「三方よし基金」においては多くの取り組みがあり、地域資源の利活
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用の取り組みは緻密である反面、市の事務量も多いと考える。 

〇「地域の問題や課題は分断できない」という市の担当者の話が印象的だった。た

だ、一般市民への伝え方が難しいのではないかと感じた。行政上におけるシティ

プロモーションからの取り組みも必要であると思う。また、東近江市はもちろん

地方都市において、地方の「お金」が首都圏に流れてしまうという金融上の大き

な問題を再認識させられた。 

〇今後ますますお金が大都市に流出することを考えると、財団を設立して、地域の

事業を継続的に支える仕組みは大切だ。市民感情として、市役所に寄付するより

も地域でがんばっている市民団体や事業団体に出資したいと思うようだ。高齢化

に伴い、遺贈や休眠預金が増加するのは全国的な傾向だ。本市も市民ファンドや

ふるさと納税を行っているものの持続可能なシステムとは言い難い部分もある。

大きな寄付金をねらうのではなくて、郷土愛、伊勢原を応援したいという想いの

ある方から少しずつファンドを集める、そして成果が出たところでしっかりと還

元するような伊勢原版ＳＩＢを構築する必要があるのではないかと思った。 

〇「三方よし基金」も市民、住民の地域活性化に対する願いが結果的に基金協力に

結びついている。関係者や市民の地域衰退への危機感と地域への愛着心が、この

ような積極的な事業へ結びついていると思われる。小規模事業であっても多く創

業すれば雇用の拡大にもなる。そのような意味でもＳＩＢの発想と取り組みは高

く評価したい。少子高齢化社会により、財産が市外に出たり市外への買い物など

によりお金が市外に出たりすることを防ぎ、市内でお金が回ることを考えている

ことにも共感した。小規模事業と従事者の増加による地域の活性化対策としてた

いへん参考になる事業である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


