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空き家対策の特別措置法が１１月に成立しました。全国的に増加傾向にある空き家は、去年１０月の
時点で全国でおよそ８２０万戸。防災や防犯、それに、景観面での悪影響が問題になっている地域も
あり、 自治体の間では、条例を制定して行政代執行で空き家の除去などを行う取り組みも進められ
てきましたが、個人情報保護の観点から空き家の所有者の把握が大きな負担になっていたことなど
で、国による法整備を求める声が上がっていました。

NPO法人 地域人材開発フォーラム

代表理事 堀内 国男
〈社会的背景〉

（新潟市内の空き家例）

「空き家・空き地」で人材育成！地方再生の拠点に！

（新潟市内の空き家・空き地）

新潟市東区・中央区の
一部で１５００か所！



NPO法人 地域人材開発フォーラムは平成１４年設立
これまで「人材教育と仕事作り」をテーマに
① 高齢者や障害者の仕事づくり事業
② 失業者のための職業訓練事業（厚生労働省基金訓練）
③ 社会的起業家育成事業（厚生労働省基金訓練）
④ まちなか活性化ビジネス事業（新潟県委託事業）
などをやってまいりました。 昨年９月から今年の３月まで、新潟県から委
託を受けて「ご用聞き」をしてきました。まちなかの高齢者や障害者など
買い物等で困っている方のお手伝いです。地域の主婦にチラシを配って
もらいながら御用を承っておりました。そこで改めて気づいたのが「空き
家・空き地」の多さです。今年９月からは新潟市からの委託を受け、
「空き家・空き地」調査を行っています。現在１５００件ほどの情報が集ま
りました。今後は調査を継続するとともに、「空き家・空き地」を地域の活
性化に役立てる方策を検討し、実現化させていきたいと考えています。

〈何で「空き家・空き地」調査をしているのか〉

空き家・空き地
の位置確認

管理シート作成
持ち主・ご近所
の意向調査

ご提案と実施



すべてをいっぺんに実現できるわけではありません。
私たちは何から手がけるべきか！

直接お話を聞いたり、ネットで呼びかけたり、さまざまな活用案が集まりました。

○空き家→シェアハウス、ゲストハウス、学生寮、インターナショナル・ドミトリー、就業支援センター、起業
家支援寮、下宿、地域の茶の間、地域の図書館、リサイクルハウス、物々交換場、ライダーハウス、地域
の別荘、サテライトオフィス、コワーキングスペース

○空き地→ダーチャ（ロシアの小屋付き菜園）、市民農園、自販機広場、災害対策用具置き場、駐車場、
相撲場、アスレチック公園、青空道場、青空市場、夜店、フリーマーケット、まちなかキャンプ場

それぞれに実現したら面白そうですが、

〈空き家・空き地の活用案〉

（１０年も使われていない地元企業の独身寮）

拠点となる
シェアリングハウス

を作ります



せっかく手がけるのであれば「空き家・空き地」が減るだけでなく
「地域の問題解決」に直接活かせる使い方は何かと考えました。

〈何故シェアリングハウスなのか〉

○若者たちの困った状況
リーマンショック以降、奨学金返還訴訟が急増しています。
日本学生支援機構の発表によると、２００４年の訴訟件数は
５８件なのに対して、２０１２年は６１９３件に激増したとの事。
その差は実に１００倍以上。僅か８年の間に増えた数としては
記録的な値となっています。
新潟市には６つの大学と４０の専門学校があり、約４万人の
学生がいます。親元を離れてひとり暮らしをしている学生は２
万人程度でしょうか。授業料は国立の新潟大学で年間５０万
円、私立の専門学校で年間１２０万円。アパートの家賃は３万
円から５万円。それにバカにならない食費。入学金や家具も
必要。右から左へ都合できる家庭だけではありません。本人
・親の負担は大変なものです。



学生だけではありません。一度就職しても、数年以内に退職する若者が増えています。長引く不況の中、当
然企業は会社の核になるコア人材と調達人材を使い分けています。正規雇用のコア人材は、少ない人数で
多くの仕事をするよう要求され、大きなストレスになっており、せっかく就職しても辞めていく若者も多いようで
す。２０００万人、全労働者に占める割合も４０％に迫る非正規雇用の不安定さ。「派遣切り」や「雇い止め」に
怯え、少ない収入とあいまって「結婚できない、子供を作れない」。日本の少子化の原因のひとつになってい
ます。１７０万人のフリーター、６０万人のニート、その他自立支援が必要な若者たち。

（厚生労働省若者雇用関連データ http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/12.html）

「派遣切り」や「雇い止め」の人たちを紹介するテレビ番組
がありました。契約が切れると仕事も住まい（会社の寮）も
失なう。命の綱は携帯電話からのバイト情報だけ。１日１食
、湯豆腐だけという人も。
汚くてもかまわない。安心して寝る場所があって、腹いっぱ
い食べて、わずかでも収入を得ることができて、再チャレン
ジする勇気と明日への希望を持てれば。

（若いということは、腹が減るということなのに）



○今、見直されるべき学生寮の良き伝統
親元を離れて生活している大学生や専門
学校生も、毎日贅沢に暮らしたいとは思っ
ていないでしょう。
先日「北海道大学の学生寮に泊めてもらっ
たら、翌日のバイト紹介のアナウンスが流
れた」というお話を聞きました。これも大き
なヒントです。かつての旧制高校の学生は
エリートの特権でもあったでしょうが、「質
実剛健」。贅沢な生活は恥じるべきと考え
られたようです。よき書を読み、よき友と切
磋琢磨し、よき師から指導してもらえたら、
万年床で雑魚寝でも、若者にとって本当の
意味で最高の贅沢なのかもしれません。
現在こういう場はあるでしょうか？
○提案、最高の若者支援
あちらこちらにある空き家、空き地、労働
者供給、人材教育、シルバーバックス（メン
ターによる指導・支援）、ナレッジ・エンジェ
ル（知識・知恵・経験の継承）を組み合わ
せ「最高の若者支援」 ができないでしょう
か？

楽しそう！

※シルバーバックとは成熟
した雄のゴリラの背に灰色
の毛が鞍(くら)形に発達し
た状態のことです。また、ゴ
リラの群れのリーダーもシ
ルバーバックと呼びます。
ここではメンターとして若者
を直接、ネットを通じて指導
するシニアを複数形で「シ
ルバーバックス」と名づけ
ました。



○住まいの支援（節約＆楽しい）→「空き家」を放置するのは
何故か。その理由として「解体費用（数十万円から数百万円、
集合住宅では数千万円も）」「固定資産税（更地にすると６倍
になる）」の問題があります。借りる側で修理し、固定資産税
相当分の賃料を払えば、貸してもいいという持ち主も居ます。
共同で住めば相当安く住めます。その上、生まれも育ちも違
う人たちと語り合えれば刺激的で楽しいですよね？

○食糧の支援（節約＆楽しい）→ひとつは「空き地」を畑にか
えて野菜を作る。ロシアの人たちは、ソビエト崩壊の際、各家
庭が持つ郊外のダーチャ（小屋付き菜園）で穀物や野菜を作
り、物々交換で乗り切ったとのこと。現在も国内の野菜の７割
はダーチャで作られているそうです。もうひとつは農家やスー
パーに支援者になっていただき、見た目が悪くて売れない野
菜、賞味期限が迫る食品を無料または安く譲ってもらう。ひと
り寂しく毎日コンビニ弁当？大人数分まとめて作れば安くあ
がります。

（ロシアのダーチャ）

長期に渡って放
置されている空
き家。寂しい！

〈若者への各種支援〉

大盛りご飯
バンザイ！



○仕事の支援（収入確保とスキルアップ）→希望者には、NPOが行っ
てきた軽作業、空き家・空き地調査、空き地（含む耕作放棄地）を借り
受けて行う農作業もお願いしたいと考えていますが、
それ以上にお願いしたいのが
①国内の地方に住む人達の割安な労働力を活用する「ルーラル・ソー
シング」が見直されてきています。ＩＴが使える仕事であれば、地理的
な格差が生じません。入力作業や確認作業、コールセンターなどをは
じめ、開発や研究も都会に居なくてもできるはずです。
②合同労働組合を作り、労働者供給事業を行いたいと考えています。
発注していただく側からも、派遣会社と比較して格安な料金で発注し
ていただけます。仕事が空く期間にはスキルアップや各種資格取得、
就職支援、起業支援も行います。
①②ともに、仕事を発注することで「地方の仕事作り支援」を行うこと
ができます。
ぜひ「仕事を発注して地方を応援」してください。

労働者供給
職業安定法第44条では労働者供給事業を行なうこと及びそうした労働
者を受け入れ指揮揮命令を行なうことを禁止しています。唯一、労働者
供給事業が認められているのは、労働組合が無料で行う場合です。労働
組合は営利を目的とせず労働組合法や労働組合規約に基づいて、組合
員の賃金や労働条件向上などを目的に民主的に運営されるため、不当
支配や中間搾取などが行なわれる余地がないからです。



○情報共有（人材教育・リーダー育成）→本年、相次いで「Google for 
nonprofits」（Google）、 「Office365 for nonprofits」（Microsoft）を無料
で使えるプログラムに認定していただきました。これらのグループウ
ェアは「シェアリングセンター」のマネジメントにも使わせていただきま
すが、情報を集めるツールとしても活用できます。共同生活する人同
士の連絡、各地のメンターによる指導、セミナー、講演にも使うことが
できます。地域を牽引する人材の育成に「本物の刺激」は欠かせま
せん。シルバーバックスの協力により、地方に居ながら最先端の国
内情勢・国際情勢の解説も。また、共同生活者に留学生が混じること
で、歴史や文化の異なる人たちと出会う機会も多くなります。親元を
離れて、生活費を節約したいのは留学生も一緒です。日本海の向こ
う側にはユーラシア大陸が広がっています。国内、海外のネットワー
ク作り、「地方発ビジネス」の海外展開、「海外発ビジネス」の国内展
開にも期待したいと思います。



○知識・知恵・経験の継承（ナレッジ・エンジェル）
→イメージは知識・知恵・経験を提供する「あしながおじさ
ん」
「善き師、善き友、善き書物」との出会いが人を磨きます。
各界で活躍されてきた、経験豊富な人生の先輩たちの知
識・知恵・経験を悩める若者に提供していただきます。判
断を誤って大切な時間、関係、信頼を失うこともままあり
ます。適切なアドバイスがあれば人生が変わっていたか
もしれません。進学、就職、起業、恋愛、人間関係、家族
、社会。「少子高齢化」を逆手にとって、さまざまな悩みを
相談できる人生の師匠が若者1人に10人ついてくれること
を想像してみてください。こんな心強いことはありません。
遠く離れていてもかまいません。空いてる時間、電話やメ
ール、ビデオチャットで、相談に乗ってあげてください。彼
らが成長し、活躍する楽しみを分かち合いましょう。

『あしながおじさん』（Daddy-
Long-Legs）はアメリカの作
家ジーン・ウェブスターが
1912年に発表した小説・児
童文学作品である。孤児院
で育った少女ジュディが一人
の資産家の目にとまり、毎月
手紙を書くことを条件に大学
進学のための奨学金を受け
る物語(wikipedia)

『素晴らしき哉、人生!』（すばらしきかな、じんせい!、It's a 
Wonderful Life）は、1946年のアメリカ映画。監督はフラ
ンク・キャプラ。



〈新潟は第一歩〉

（ご連絡先）
NPO法人地域人材開発フォーラム
代表理事 堀内 国男(HORIUCHI Kunio)

〒950-0871 新潟市東区山木戸3-3-11
tel:025-273-8086 fax:025-273-8070
mobile:080-1202-0697

mail:great920@gmail.com
http://hrd.blogdekoken.jp/
https://www.facebook.com/hrd.niigata

前述した、スペース、食糧、仕事、情報、知識、
知恵、経験、資格、能力、志などのシェアリング
を実施する学生中心の寮を「シェアリングハウ
ス（仮）」と名づけたいと思います。 「シェアリン
グハウス」は若者支援・地方再生の拠点として
、新潟で雛形を作りますが、空き家・空き地の増
加、長期に渡る不況、非正規労働者の増加、雇
用のミスマッチによる失業、少子高齢化、再教
育の場作りや地方を担う若者育成の必要性は
新潟に限ったものではありません。ノウハウを
固め、全国各地に展開したいと思います。また
、事業の周辺に雇用を生み出すことを念頭に「
地域の問題解決」をテーマに、政治、行政、教
育、投資、メディアに呼びかけ、ソーシャルベン
チャーの産業化を推進します。
各地の若者が競い合いながら成長し、就職、起
業し、地域の再生に活躍する姿を楽しみにして
います。協力・ご支援いただける方のネットワー
クも必要です。経験、資格、ノウハウ、資金、情
報、時間、ぜひこのプロジェクトに力をお貸しく
ださい。よろしくお願い申し上げます。

（写真は８０年代の「平凡パンチ」に掲載されたもの）

新潟から全国へ
ジャンプ！



〈資金のシェア 擬似私募債・寄付・クラウドファンディング〉

○寄付→NPO法人地域人材開発フォーラムとして寄付をお願いしております。２年間、３０００円以上の
寄付を１００人以上の方からいただくと、認定NPO法人になることができます。認定NPO法人になると寄
付していただいた個人・法人が税金の控除等を受けることができるようになります。詳しくは別紙

○擬似私募債→「NPO法人債」 として一口10万円5０口 （予定金額５００万円）を募集しております。
今回のNPO法人債はNPO法人地域人材開発フォーラム代表理事の責任において起債するもので、
法律上は擬似私募債にあたります。株式会社が資金調達のため発行できる少人数私募債に準じて
NPO法人等が発行できるのが擬似私募債です。詳しくは別紙

○クラウドファンディング→来年度より「株式（エクイティ）型」クラウドファンディングが解禁されます。未
上場でも1億円を上限にネット上で公募増資ができるようになります。ぜひチャレンジできるよう準備し

たいと思います。

まず新潟で、タイプの異なる「シェアリングハウス」３軒設立、運営したいと考えています。空き家の修
理は新潟市にも支援の枠がありますが、最初に全額用意しなければなりません。またシェアリングセ
ンターの維持にも費用がかかります。ぜひ資金面での応援をお願いいたします。また、支援していた
だける方（個人・法人）をご紹介いただけるとありがたいです。



シェアリング・エコノミー・リソース・センター
事業計画 ロードマップ

空き家・空き地の
再生プロジェクト

【新潟市】

空き家・空き地の
再生プロジェクト

【新潟市】

食品・物品シェアリング食品・物品シェアリング 地域カーシェアリング
物々交換

地域カーシェアリング
物々交換

求人セット型訓練
委託訓練、発注先開拓
テレワーカー育成

労働組合、シルバーバック

求人セット型訓練
委託訓練、発注先開拓
テレワーカー育成

労働組合、シルバーバック

求職者支援訓練
スペシャリスト育成
多能工育成

求職者支援訓練
スペシャリスト育成
多能工育成

（場所）
・空き家・空き地相談
・スペースシェアリング

（場所）
・空き家・空き地相談
・スペースシェアリング

（人・仕事）
・人材教育

・人材シェアリング

（人・仕事）
・人材教育

・人材シェアリング

（食糧・モノ）
・食品のシェアリング
・物品のシェアリング

（食糧・モノ）
・食品のシェアリング
・物品のシェアリング

シェアリング・エコノミーサービスMAP

2014年度 2015年度 2016年度

御用聞き
軽作業、農業

テレワーカー 、営業代行

支援者、メンター

スペシャリスト
多能工
講師

各年度において①各種支援者②資金の調達③国・自治体・大学等からの支援連携④リサイクル品の活用
⑤定期借地制度等法律の活用などが必要になります。

シェアリングハウス
（含む国際学生寮）
市民農園ネット

地域の茶の間
サテライトオフィス
職業訓練施設

廃棄前食品、パソコン
グループウェア、衣類
農機具、種子、肥料等

トラック、介護車両
バス、バイク、船舶、工具
書籍、映像、音楽等

（資金）
・お金のシェアリング

（資金）
・お金のシェアリング

擬似私募債
寄付

クラウドファンディング

擬似私募債
寄付

クラウドファンディング

各種シェアリング
サービスの展開

各種シェアリング
サービスの展開

新潟での実績作り
ビジネスモデルの作成
他地域での展開準備

新潟での実績作り
ビジネスモデルの作成
他地域での展開準備

国内他地域での実施
海外での展開準備

国内他地域での実施
海外での展開準備

NEXT STAGE債
認定NPO（１００人）

新潟でのj事業の定着
国内他地域での展開

海外での実施

新潟でのj事業の定着
国内他地域での展開

海外での実施

NEXT STAGE2債
認定NPO（１００人）

クラウド出資

NPO法人 地域人材開発フォーラム
代表理事 堀内 国男

（詳細は別紙）


