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地方を元気にするひと・仕組み・企業
少子高齢化と人口縮小の時代を前に、地方創生が喫緊の課題となっている。
こうした中、様々な課題を持つ地域と企業が連携した新しいビジネスの取り組みが各地で生まれている。
持続性を備えた新しい価値創造のために何が必要か。行政、企業、両者のつなぎ役という視点から語り合った。
構成＝守山久子
（ライター） 写真=北山宏一
（特記以外） ＊参加者の組織名、肩書は座談会実施日
（2016年6月1日）時点のものです。

─地方創生に向けた取り組みの中

働き方の改革、AIやロボットなどの活

（Creating Shared Value：共有価値

で、民間企業が担う役割をどう考え

用、さらに、移民や事実婚の議論も避

の創造）を提唱しました。日本にはもと

ますか。

けられません。

もと
「三方よし」
（売り手よし・買い手よ

増田

し・世間よし）の考え方があるので、多

これからの日本は、若い人を中

共通するのは、
「働く場」が関わって

心に人口が極端に減っていきます。そ

いること。仕事があってこそ継続的な

くの企業に受け入れられつつあります。

んな状況に気付いてほしいという思い

地域の魅力が生まれます。地方創生

そんな中で、地域の課題と事業の課題

から、2014年に
「地方消滅」という問

は、その意味で民間が主役といえます。

を解決しながら新しいビジネスを構築

題提起をしました。その際、取り組む

赤池

しようと考える企業も増えてきました。

べき4つの課題を示しました。地域活

ハーバード大学教授のマイケル・ポー

磯崎

性化の効果的な遂行、長時間労働の

ター氏が、
「公益を満たしつつ、事業

求められます。そのため、特にBtoCの

削減や男性の家事・育児参加といった

益を満たす開発投資をしよう」とCSV

ビジネスにおいては、顧客に信頼され、
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2012年に米国の経 営学者で

企業活動には長期的な持続が

愛されることが必要です。キリングル
ープでは、長期経営構想
「キリン・グ
ループ・ビジョン2021」の戦略の枠組
みとして
「キリンならではのCSV」を明
確に位置付けています。
私たちの商品、サービス、そして長年
蓄積してきたR&Dの力、技術力をフル
に活用して、社会が抱えている課題を
解決すると同時に企業もそこで成長し
ていく―。まさにCSVの理念です。
もちろん、キリンにできないことは山の
ようにあります。では、キリンに何がで

座長を務める日本創成会議（事務局・日本生産性本部）の調査結果に基づき、896自治体の消滅可能性を予測し

きるかということを考え、これを実現し

護破たんを警告した『東京消滅』と、増田氏はデータに基づいた警鐘を鳴らし続ける

て日本に衝撃を与えた『地方消滅』。その解決策を示す『同・創生戦略篇』
（冨山和彦氏との共著）、東京圏の介

ていこうということです。
企業が課題に向き合って、真剣に解

落地域なので、外から人が来ないと活

決しようとするときには、いい加減な気

性化はおぼつかない。そこで、農村と

持ちではやりません。それこそ本当に

都市部それぞれのプレーヤーをつなぐ

必死になってやります。そこにイノベー

活動を開始しました。

ションが生まれ、新しい価値が生まれ

その 一 つが「企業ファーム」の取り

てくるのです。

組みです。三菱地所グループや日清オ

曽根原

私は1990年代前半まで東京

イリオグループ、マーケティングフォース

都で銀行のコンサルタント業務に携わ

ジャパンをはじめとする企業の社員の

増 田 寛 也（ますだ・ひろや）氏

った後、95年に山梨県北杜市へ移住

方が、毎週のように北杜市の耕 作放

1951年生まれ。77年東京大学法学部卒、建設省
（現

しました。長期的に見ると、日本にと

棄 地を利用した農 業 体 験を通じた

2009年4月より現職

って地方の再生が重要なテーマになっ

CSR活動や社員研修に訪れています。

国土交通省）
入省。岩手県知事、総務大臣などを経て

思ったのですが、補助金事業の持続

てくるだろうと考え、農村資源を生か
民間企業との協働で

性の低さは、必死さの違いなのかもし

地域の持続可能性向上に期待

れません。そうした企業の真摯な姿勢

や広大な耕 作放棄地が 存在します。

増田

は、もっと行政も学ぶべきでしょう。

これを再生するには新しいサプライチ

するよさは持続可能性の向上にありま

一方で、地元としてはやっぱり、それ

ェーンをつくり、新しい価値を生み出

す。行政が実施するモデル事業は、
「補

ぞれの地元なりの誇りもあります。企

す必要がありました。そのためには、

助金の終わりとともに事業も終わって

業には、こうした地元の誇りをさらに伸

生産だけを担う従来型の農業や林業

しまう」ということになりがちです。そ

ばすような方向での協働を期待したい

のやり方ではなく、地域外との連携が

の点、企業と組めばマーケティングや

ですね。

必要と考えました。

事業価値を高める方法を学ぶことが

磯崎

また、我々の活動拠点は高齢化率

でき、事業の継続性が高まります。さ

る岩手県遠野市と50年以上の付き合

65％、耕作放棄率52％という限界集

きほどの磯崎さんのお話を聞いていて

いがあります。2004年以降は、収穫し

す活動を始めました。
北杜市周辺には、豊富な森林資源

行政にとって、民間企業と協働

キリンは、ホップの生産地であ
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た。このパドロンと遠野産ホップとで、

経験をしてもらうようにしています。例

遠野の活性化につなげていこうという

えば都内の企業に勤める社員が間伐

話が生まれました。

体験をし、山梨県庁や林業者の話を

ここからネットワークが広がり、
「ホッ

聞く。そうした体験をした後にワーク

プの里」から
「ビールの里」へ、をキャ

ショップで話し合うと、新しいアイデア

ッチフレーズに、遠野の重要資源であ

が生まれてきます。

るホップの 価 値を 最 大 限 活 用した

山梨で得た体験を別の地域で水平

磯崎功典（いそざき・よしのり）氏

Tono Beer Experience事業がスター

展開する企業も出てきました。北海道

1953年生まれ。77年慶應義塾大学経済学部卒、キリ

トしています。従来行っていたホップ

北竜町では、約23ヘクタールの土地に

収穫祭をさらに市民参加型に発展させ

ひまわりを植えています。町が進める

るとともに、収穫時期に合わせた1泊2

ひまわり観光の資源となるものですが、

たての遠野産ホップを使った
「一番搾

日の
「遠野ビアツーリズム」などを実施

種はこれまで活用されていませんでし

り とれたてホップ生ビール」を販売し

しています。また、畜産業の遠野牛を

た。そこで我々がコーディネーターとな

てきました。高齢化や生活者の減少な

組み合わせるなどして、積極的に全国

り、北杜市の
「企業ファーム」で活動し

どで、遠野市のホップの生産量はピー

発信していく。こうした動きは行政や

ている日清オイリオグループと北竜町

ク時の4分の1に減っていますが、遠野

メディアの関心を引き、地元の人たち

が連携し、ひまわり油を開発するプロ

の大切な農産物
「ホップ」を守りたいと

からも
「遠野市の可能性を気付かせて

ジェクトに挑戦中です。

いう思いを強く持っています。

くれた」といった声をいただきました。

ンビール入社。比サンミゲル取締役、
キリンHD経営企
画部長などを経て2015年3月より現職

地域と企業をつなぐ

2011年の東日本大震災後、東北復

遠野での取り組みは、行政・農業生

興・農業トレーニングセンタープロジェ

産者・民間企業・キリンが一体となっ

組織や仕組みが重要に

クトを支援していますが、ここの1期生

た地域活性化への挑戦であり、我々が

増田

となった遠野の生産者が、スペイン原

目指すCSVの一つのかたちといえます。

動きやすい点にあります。ひまわりに

産でビールのおつまみとして親しまれて

曽根 原

私たちの場合は、まず異分

特化する北竜町のように特色を出しや

いる野菜「パドロン」の栽培を始めまし

野の人や組織を集め、日ごろと異なる

すい。ただし職員の層は薄い。自前の

小さな自治体のよさは、首長が

「一番搾り とれたてホップ生ビール」と
「遠野ホップ収
穫祭2015」の様子。上は遠野市で生産を始めたパド
ロンの素揚げ。収穫シーズンには直営のビアレストラ
ン
「キリンシティ」でも提供した
（写真提供：キリン）
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力にこだわらず、期間限定で外部のプ

ラムをつくりました。それぞれの自治

ロを呼び、その力を周りに伝えていくこ

体にどのような事業を進めたいかを聞

とも重要になってきます。
「よそ者、若

き、それに対してCSV開発機構の会員

者、ばかもの」といわれるように、新し

企業が「我々はこういった取り組みが

く物事を動かすには外からの知恵が

できる」と提案をします。そこに地元の

大きな力となるからです。国にも外部

事業者にも入ってもらい、さらに大学

のプロを派遣する仕組みがあるので活

にも参画してもらいながら一緒に事業

用してほしいですね。

を具体化していくというものです。

曽根原

曽 根 原 久 司（ そねはら・ひさし）氏
1961年生まれ。85年明治大学政治経済学部経済学

農村と都市の企業が出会う

2013年から
「CSV大学」を実施して

きっかけづくりや活動の持続性を生み

いる青森県弘前市では、白神山地の

出すためには、両者の間に介在する私

水の恵みによってもたらされる地元の

たちのような存在が必要だとよくいわ

食材を用いた
「白神めぐみ寿司」を展

JR系ホテルも含め
「白神めぐみ寿司」

れます。企業と地域は語る言語や志

開しています。地元のレストランや飲食

を提供するビジネスへと発展させるこ

向が異なる。営利の追求がベースにあ

店が、旬の海の幸や山の幸を使ったオ

ともできました。

る企業、公平性が求められる公共、
「お

リジナルの創作料理を考案して提供す

また、民間の役割としては、国に対

互い様」という意識を強く持つ農村…。

るというものです。その過程では、例

する制度設計の提案があります。国産

これらの違いを理解しつつ、オブラー

えばジェイアール東日本企画が企画に

木材活用や、お土産農産物の植物検

トに包んで物事を推進していく存在は、

加わることで、域内だけでなく都内の

疫の円滑化など、国と民間事業者との

科卒。金融機関など企業経営の経営コンサルタントを
経て、
2001年より現職

自分の口からは言いにくいのですが、
確かに、コーディネーター役は必要だ
と思います。
磯崎

実際のところ、企業が地域に入

り込むのはそう簡単ではありません。
使う言語も違うし、企業に対して距離
感をお持ちの産業もある。当社が「復
興応援 キリン絆プロジェクト」で東北
の被災地の支援をしていった際には、
日本財団に協業をお願いして力を借り
ました。各地域の問題を理解し、実働
部隊としての蓄積があり、行政と強固
なネットワークを持つ日本財団と協業
できたことで、地域の水産業との連携
がスムーズに進みました。
赤池

私たちは、地方自治体、地域

の企業と、CSV開発機構に参画して

日清オイリオグループとマーケティング
フォースジャパンでは、社員研修の一
環で北杜市増富の耕作放棄地の開墾
を行い、ひまわり畑に生まれ変わった
（上）。さらに曽根原氏のコーディネー
トにより、北海道北竜町と同グループ

いる様々な業種の企業とが協業する

が連携し、
「北竜町ひまわり油再生協

仕掛けとして
「CSV大学」というプログ

えがおつなげて
〔上 2 点〕、北竜町
〔左〕
）

議会」が設立された（左）
（写真提供：
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連携で地域活性化に結び付く制度が

CSV大学の展開イメージ

整備されました。
AIやロボット、ICTなどは
過疎地にビジネスの可能性

現状認識

行政担当部からの課題・政策の紹介

▶

参加によるディスカッション・ワークショップ

▶

地場産業・地元資源の現場視察

▶

本音を語り合う懇親会

パ イ ロ ットプ ラ ン

り方について、お考えになっているこ
曽根原

出発点として地産地消は大

アイデアの創発

▶

─これからの企業と地域との関わ
とをお聞かせください。

解決方法模索

課題と資源の理解

ビ ジ ネ スプ ラン

事業化に向けて

アイデアの収れん

▶

企業連携によるPR・販路拡大

▶

参加によるディスカッション・ワークショップ

▶

企業との業務提携

▶

ビジネスプランへの落とし込み
※CSV 開発機構の資料をもとに編集部で作成

切ですが、こだわりすぎるとその先が
広がりにくいとも思っています。今の赤
池さんのお話もそうだと思うのですが、
産業ベースに載せるには外との連携も
重要になってきます。
私たちが関わった例では、山梨県産

行政の協力のもと、地元若手経営者とCSV開発機構の会員企業との連携からビジネスプランを創出する。写真は
弘前市のCSV大学の取り組みから生まれた「白神めぐみ寿司」の作例（写真提供：白神めぐみ寿司実行委員会）

材を三菱地所ホームの建材に供給す
る取り組みも、地産外消ということにな

消」をいかに視野に入れていくかを考

想すること、②それを実現するバリュ

ります。山梨県の間伐材を石川県や千

えるのが効果的だと感じています。

ーチェーンを構築すること、③そこにお

葉県の工場で加工し、首都圏を中心

磯崎

2011年の東日本大震災では、

いて
「しないこと」を特定する、という3

に事業展開する三菱地所ホームの建

仙台工場が大きな被害を受けました。

点です。企業が地域と関わって何をす

材に用いています。山梨県材を採用し

再興するには、60億円の投資が必要

べきかを考えるときにも、指標になる

た結果、同社の国産材化率は50％に

でしたが、同年11月に出荷再開へとこ

言葉です。

なりました。ツーバイフォー住宅にお

ぎ着けました。企業は地域によって生

増田

ける他社の国産材化率は10％未満と

かされてきた。そのためには我々も立

抜け出すことは無理でしょう。そうし

のことですから、ダントツの数字です。

ち上がらねばという思いから、再開を

た状況を前提に、前向きに国土利用を

大きなマーケットをつくっていくには
「外

決断しました。

考えていく姿勢が大切になってきます。

今世紀中は日本が人口減から

次のステップとして
「復興応援 キリ

AIやロボット、ICTなどの技術は稠

ン絆プロジェクト」を立ち上げ、農業・

密な都市だけを対象としてのものでは

水産業支援を続けています。地域が

なく、むしろ過疎地域に活用の可能性

活力を取り戻すことで、当社の事業も

があります。インターネットを用いたタ

活性化すると考えています。

クシー配車システム
「Uber」も、多くの

赤池

以前、CSV提唱者のポーター

タクシーが走る都市部ではなく地方の

教授から
「事業戦略とはユニークにな

方がニーズは高い。そう考えると、過

るために戦うことだ」という言葉をいた

疎地域の見方が変わってきます。過疎

赤池学（あかいけ・まなぶ）氏

だきました。そして、ポーター教授はユ

地域こそ、いろいろな力を呼び込み、

1958年生まれ。81年筑波大学生物学類卒。96年、ユ

ニークになるためのコンセプトは3つあ

経済的な価値を引き出せる場としての

るといいます。①ユニークな価値を構

可能性を秘めているのです。

ニバーサルデザイン総合研究所設立、2014年CSV開
発機構設立。科学技術ジャーナリストとしても活動
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