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概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 
 
 本研究の目的は、マイクロ水力発電による自然エネルギ－を利用した農村コミュニティビジネスの持続的経営の可
能性を採算性の観点から解明を行うことである。農山村地域は、高齢化により農業の担い手が減少し耕作放棄地が
増えている。また若者の流失によって過疎化がすすみ、商業施設の撤廃などコミュニティが停滞しつつある。鹿児島
県霧島市溝辺町竹子地域も人口の減少で生活圏の変化が起きている。商店が減少し普段の生活が困難となり高
齢者が不便を感じている。そこで買い物弱者を支援することを企画し、買い物弱者プロジェクトを実施した。農村コミ
ュニティビジネスとして地域で運営している農産物直売店「きらく館」の野菜・弁当・惣菜・豆腐などを宅配し安否確
認を兼ねた巡回サ－ビスとなる。無料で宅配するために、小型電気自動車を活用し、その電気エネルギ－は地域
内に設置したマイクロ水力発電により充電し配達燃料コストを抑えた。支援プロジェクトは現在（2014年 10月）も地域
住民に引き継がれ実施されている。配達先を分類すると、独居世帯以外の一般世帯、役場、法人企業、地域団体、
イベント用など独居世帯以外の注文が 84.1％を占めた。結果として独居世帯以外の売上増収分でも買い物弱者へ
の配達を支えた。それは地域の住民と自然エネルギ－で地域の需要を満たして独居世帯への宅配を無理なく継続
させるコミュニティビジネスの運営に近づいたと言える。マイクロ水力発電の設置費を含めると利益の追求は厳しい
が社会的な要求に答えるかたちで続けられる研究となったと言える。 
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欧文概要 ＥＺ 
 
 Our goal of the research is to understand how the people living in the mountainous area can come up 
with community business which can bring about employment and contribute to the sustainability of the 
community. We considered that recycle energy could be a ｐｏｗｅｆｆｕｌｌ tool to realize the aim. We have tried 
social experiment in Takaze settlement which is near Kagoshima Airport. We asked a local shop which 
deals with the local agricultural products to join our project. We have installed a micro energy plant 
in the settlement and rented a small electric car. We hired local people to cater the products in the 
shop to the people in the area by the car. We thought that the catering can help the old people who 
have difficulty to go shopping. After the several month research, we came to know that the project were 
nearly sustainable thanks to the big buyers such as a municipal office and younger households. The old 
people who buy less but more frequent than others were assisted by the project. However, in order the 
project to be sustainable fully from the financial aspect, we do recommend the government or city support 
to support.      

 


