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刊行にあたって

人口減少、少子高齢化などを背景に、厳しさを増す財政状況の中、地方自治体の新たな資金調

達手段の一つとして、クラウドファンディングが注目されています。自主財源を確保することで、

地域の実情にあった多様な施策を自立的・主体的に展開できるようになり、地方自治体としての

クラウドファンディングへの関わり方、その活用方法は様々な広がりを見せています。

そこで本研究会は、神戸大学大学院経営学研究科准教授の保田隆明先生の指導助言のもと、各

市から16名の研究員が集い、｢起業支援」｢施設リノベーション」｢観光」｢まちづくり」｢環境」

の五分野に分かれて研究を行いました。多数の方々の情報提供、ご支援を受けたおかげで、多く

の知見を得られたことは大きな成果です。

本書は、その研究成果として、研究員による政策提言や先進団体への視察報告、研究成果報告

会の講演録等を収録したものです。さらに、ゲストスピーカーによる講演録集も別冊で発行して

おります。本書及び講演録集をきっかけに、新たな議論の輪や活動が広がることを願うとともに、

市町村における地方創生と職員の意識向上の一助になれば幸いです。

終わりになりましたが、ご多忙にもかかわらず、貴重なご講義をいただきました講師の方々、

視察を受け入れてくださいました各団体の皆様に改めて御礼申し上げますとともに、本研究会の

指導助言者として、クラウドファンディングにおける数々の問題提起、論点整理を明示され、研

究会を率いてくださいました保田隆明先生に心より厚く御礼を申し上げます。
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クラウドファンディングによる地域活性化の可能性

 神戸大学大学院経営学研究科　准教授　 保田　隆明　

１．クラウドファンディング概要

クラウドファンディング（以下、｢CF」という｡）は、資金調達をしたい企業、個人、組織に
とっての新たな資金調達手段である。資金調達の総額がもっとも大きいと思われる企業で考える
と、従来の資金調達手段は、①お金を借りる、②株式発行を発行するの二つが存在した。企業の
資金調達手段には様々あるように見えるが、基本的にはこれら二つの枠組みあるいは派生系で整
理することができる。そして、それら資金調達手段は法人格に対するものであった。そこに第三
の資金調達手段としてCFが登場したのである。大きな特徴は、法人格による資金調達ではなく
て、プロジェクト単位での資金調達であること、そして、従来の資金調達手法では企業のそれま
での実績が重視される傾向にあったが、CFでは共感さえ得られれば過去の実績に関係なく資金
調達が可能な点である。
CFの詳しい仕組みは、インターネットや、他の書籍に当たっていただくと多数出てくるので、
ここでは簡潔に説明する。英語ではCrowd Fundingであり、そのまま訳すと群衆資金調達であ
る。まさに群衆よりお金を調達するからこのような名称が付いている。

【図：クラウドファンディングの仕組み】

２．CFの特色

この後の章で登場するいくつかの用語の整理も含めて、何点かポイントを述べておく。まずは、
CFでは、いくら資金調達ができるかは実施してみないとわからない。通常の資金調達では、資
金調達者（例えば企業）と資金提供者（例えば銀行）が、調達金額を事前に合意して実施するが、
CFではいくら欲しいですというアナウンスをし、それに対して多数の群衆が少額ずつを拠出し
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ていくイメージである。例えば、100万円を調達したい場合、100人が１万円を拠出すれば目的達
成である。しかし、100人が5,000円ずつ拠出したのでは50万円しか集まらないので、目的は達成
されない。もし、そもそも100万円がないと実施できないプロジェクトの場合は、50万円のみを
受け取っても仕方がないので、CF案件は不成立とすることができる（この場合は資金の移動は
発生しない)。あるいは、50万円しか集まらなかったとしても残りの50万円はなんとか自力で調
達して、とにかくプロジェクトは実施するんだ、という場合は50万円でも調達したいだろう。前
者のように、調達金額が目標金額に達しない場合は案件を不成立とする形式をAll or Nothing方
式、後者のように集まった金額はいくらであれ調達してしまう形式をAll-in方式と呼ぶ。
次の特色は、タイプとして寄付型、購入型、投資型の３つが存在することである。寄付型と
は文字通り寄付による資金提供であり、資金提供者は特に何かの見返りを求めるものではない。
CFが広まった大きなきっかけは東日本大震災であったが、まさに寄付型の代表例である。購入
型とは、共同購入に近い。｢電動自転車を開発します、いくら以上のお金を提供してくれた人に
は、完成した自転車を１台お届けします」というタイプだ。資金調達者にしてみると新商品の開
発資金の調達ができる一方、商品が完成するよりも先に顧客が獲得できるというメリットがある。
資金提供者にしてみると、単なるモノの購入ではなく、その開発プロセスをも含めて応援する楽
しみが存在する。量販店でモノを購入するのとは違い、直接モノを作っている企業とコミュニ
ケーションを取ることも可能である。実は、世の中で「CF」という単語が使われる際は寄付型
か購入型を意味することが多いが、共に資金調達のみならずそれを通じたPR効果、マーケティ
ング効果を期待して行われることが多く、場合によっては資金調達よりも、それらに重きを置い
ているプロジェクトも存在する。これは、CFが、インターネット上で実施され、SNSなどを通
じて拡散されていくという特色を有していることが大きい。
投資型のCFは、法律が改正されたことで可能となったものであるが、資金提供者が通常の金
融商品と同様に明確な金銭的なリターンを求めて出資するタイプである。ベンチャー企業の資
金調達の選択肢が増えたという位置付けになる。本研究会で主な研究領域として取り上げてき
た、CF×自治体、行政、あるいはまちづくりという観点では、寄付型、購入型がメインとなる
が、本報告書でも環境×CFのところで触れられているが、地域課題の解決に投資型のCFを用い
るという事例も今後登場する可能性はあろう。

３．自治体×CFの類型と研究会での活動内容

公益財団法人都市計画協会の「CFを活用したまちづくり入門｣（2015）では、CFを活用した
まちづくり事業を目的別に九つに類型化している。それらは、①空き家の改修やコワーキングス
ペースの整備を行うことで定住、就労を図る「定住促進｣、②空きビル、空き店舗等を活用する
「市街地活性化｣、③ゲストハウスの整備や地域の観光スポット等を作る「観光交流促進｣、④子
育て支援施設や公園・広場の整備等を行う「子育て支援｣、⑤高齢者のコミュニティを形成する
スペース作りや、新たな活力を創出する「高齢者支援・福祉｣、⑥公共交通機関や公園等の街の
施設のバリアフリー化等の「生活環境改善｣、⑦道路沿いの花壇の整備や歴史的な街並みの景観
保全活動の「景観形成｣、⑧地域のシンボルである歴史的建造物の改修、復元の「歴史文化継承｣、
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⑨環境教育の場となる森づくりや河川の整備を行う「自然環境保全」である。
それらを参考にしつつ、本研究会ではCFの中でも自治体が比較的主体的に関わるであろう五
つのテーマ設定を行い、それぞれについての先行事例の研究と今後の可能性についての検討を
行った。具体的には、｢起業支援｣、｢施設リノベーション｣、｢観光｣、｢まちづくり｣、｢環境」で
ある。各班の成果発表については、この後順次登場するが、先にそれぞれについての他地域の代
表的事例などをもとに特徴を概括しておく。

起業支援・定住促進

起業と聞くと、AmazonやFacebookあるいはソフトバンクや楽天のような企業をイメージする
かもしれないが、そうではなく、自治体単位で考える場合は、地域内での活動支援およびそれを
通じた定住人口の維持と増加を企図することが多い。しかし、ここで取り扱うのは、CFをもとに、
今いる住民に魅力的な街を提供し、若者や地域内の優秀な人材の流出を避けるプロジェクトである。
よく見られる特徴としては、ワーキングスペース等の整備や、ハード面の充実を図ることで、人の
溜まり場を作り出し、地域内の共創を生み出すことをアピールするものが多い。地域を活性するた
めには、地域内の事業を盛り上げていく必要があるものの、残念ながら地方では資金を調達しにく
いといった弱点がある。その理由は、地域密着企業の場合は、楽天やソフトバンクのように上場を
目指すことはないので、株式による資金調達は難しいこと、また、金融機関からお金を借りるにも
信用力が足りないということである。しかし、CFではそれら問題が解決できる。
いくつか事例を見ておこう。まずは、地域系のCFのプラットフォーム「FAAVO多摩中央」で
ある。FAAVOは、地域・地方に特化したCFのプラットフォームであり、地域ごとにフランチャ
イズ制を採用していることが特徴である。それらプラットフォームは自治体が運営しているケー
スも存在するが（例えば後述の「FAAVOさばえ｣)、多くは民間企業が運営し、自治体と連携を取
り、あるいは、自治体が側面支援をしているというケースが多い。｢FAAVO多摩中央」も立川市
内の民間会社が中心となり組織している。ここで最初に取り組まれたCF案件は、シェアオフィス
事業である。目的としては、リーズナブルで汎用性があり、多彩な人材とのコラボレーションを生
むきっかけとなる場所を提供することで、起業家そして優秀な人材の流出を阻止することである。
2017年９月現在で、立川市内に二つのシェアオフィスが存在し、合計で29社（34人）が利用してい
る。これは、移住定住を促す効果もあろう。また、｢FAAVO多摩中央」はシェアオフィスの起業
家たちに資金調達方法としてCFを選択肢として提示し、立川での新しい働き方を提案している。
また、福井県鯖江市内の普通の主婦が提案した越前和紙の事業は、｢FAAVOさばえ」に相談し
たことで資金調達に成功した。鯖江市は人口６万９千人ほどの地域であるが、女子高生やシニアの
アイデアを生かしたまちづくりへの取り組みとしてのJK（女子高生）課やOC（おばちゃん）課な
ど、普段行政に関わらない人たちに行政に参加してもらうなどの先進的な取り組みで有名な地域で
ある。そういうことからも、人口が増加傾向にある。なお、当初は本事業に後ろ向きだった地元の
金融機関も、この主婦がCFを実施した後には、協力的になり、CFがブリッジファイナンスの役割
をも果たしうるということを示している。
本研究会での報告では、地域内でのNPOの活動支援の事例として東京都文京区でのこども宅食
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の資金調達を行った事例と、そして、FAAVOの別の地域の事例の視察からの考察と今後の可能性
について議論している。こども宅食の事例では、資金調達手段としてのCFの有効性もさることな
がら、自治体とNPO、その他様々な事業パートナーが協働することによるシナジー効果も特徴と
して見ることができ、CFの広がりをさらに感じることができよう。

施設リノベーション

住民が共同で使用する地域、場所、施設の改善にCFで獲得したお金を使用する事例もある。CF
が実施されることでその場所の認知は高まり、周辺地域の環境改善が行われる効果も期待できる。
自治体は、限りある予算の中で施設リノベーションに回せる予算はどうしても限られる。また、町
内の施設のうち、自治体が保有するものであれば議論は難しくないが、住民や企業が所有するもの
の場合は、それのリノベーションに自治体の予算を使うことは非常に難しくなる。しかし、それら
の施設が街の景観に与える影響は小さくなく、住民全体として問題意識を共有すべきである。施設
リノベーションを行う場合、実施金額自体は大きくとも、それを多数の人間の出資金で充当すれば、
各人の出資金は少額で済む。少額で自分たちが住んでいる環境が改善するならば、といった心理が
働くことで、CFは前進できる。
ここでは、鯖江市の別の事例として、動物園の改善、改修にCFを活用したプロジェクトを紹介
しておく。職員のユニフォームや軽トラックのペイント、そして休憩スペースの新設、さらにお土
産品開発など、今までは予算制約で実施不可能であったことを成し遂げた。CFを通じて、資金提
供者にその施設に対しての関与意識を高めてもらうことで、更に利用しよう、有効活用しようとい
う思いが芽生えてくれれば、あとは自走して行くこととなる。本研究会の報告で登場する豊岡市の
事例は、鯖江市の動物園と同じコンテクストで語ることができよう。
他では、岩手県二戸市の地方創生の取り組みでは、焼失してしまった座敷わらしで有名な旅館で
ある「緑風荘」の再建をするため、CFで5,200万円を調達した。さらに岩手銀行からも融資を受け
た。歴史的な建造物を焼失したことで終わらせるのではなく、周辺の住民、岩手県内の人々が協力
することでCFを実施して、復興させた事例である。
また、後述の研究会報告ではJRの駅舎の事例が登場するが、これはまさに自治体単独ではなか
なか手のつけにくい個人や企業の所有する施設も、CFのコンテクストであれば、みんなの力で改
善、改修しうる可能性を見せてくれている。

観　光

日本政府が観光立国を目指しているのは、国外からの外需が国内の景気にプラスの効果があるか
らであるが、同じことは国内の各地域についても当てはまる。観光客が増えれば地域の活性化に寄
与するが、現実的に観光分野に多額の資金を割くことのできる自治体の数は多くはない。その理由
としては、まず自治体の予算は住民の環境を改善することに優先的に充当され、観光分野は二の次
になりがちであることである。自治体の顧客は域内の住民であり、域外からやってくる観光客は最
優先顧客ではない（少なくともこれまではなかった)。その点、CFの場合は、資金提供者が域外で
あることが多く、域外からの観光客にも比較的使い易いという側面がある。
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クラウドファンディングによる地域活性化の可能性

本研究会では、観光地として知名度の高い神奈川県の鎌倉市の取り組みと、観光地としては知名
度のない茨城県城里町の取り組みを対比して検討している。詳細は報告をご参照いただきたいが、
ともにプロジェクトとしては成功しているものの、知名度の高い観光地の場合は、CF案件を潜在
的な資金提供者に「自分ごと」としてとらえてもらうことの難しさが示唆されたと言えよう。つま
り、潜在的な資金提供者は、｢自分が支援しなくとも、他の誰かが支援するだろう」と思う可能性
がある。一方で、知名度が低い場合は、関係者間での「自分が支援してあげないといけない」とい
う思いが強くなる可能性がある。この辺りは、今後アンケート調査などで明らかにして行く必要が
あるが、観光地としての知名度の大小によって、とるべき戦略、ターゲットとすべき層も異なって
くる。特に、茨城県城里町の事例では、地元の高校生という、普段はビジネス活動や地域経済への
貢献要素として考慮されていない要素がうまくシナジーを創出しており、こういう従来の枠組みに
とらわれない取り組みが出てくることも、CFの魅力である。
なお、後述の報告では含まれていないが、観光のCFで投資型のものとして興味深い事例を一つ
紹介しておく。石舞台古墳や高松塚古墳などの遺跡が多いことで知られる奈良県の明日香村では、
CFを通じたゲストハウスの開業を行った。資金調達は、インパクト投資プラットフォーム「セ
キュリテ」で実施された。明日香村では従来から、空き家を宿泊施設などに利用することはしてい
たものの、ビジネスにはなっておらず、明日香村の雇用創出や経済活性化は発生していなかった。
一方、若者の流出は深刻な問題となっていた。そこで、明日香村では、平成23年度から「明日香村
古民家村活用おもてなしファンド」としてCFで1,500万円の募集を始め、民間会社の設立と空き家
となっていた古民家のリノベーションを通じたゲストハウスを企図した。資金提供者には無料宿泊
券が提供され、また、投資型であるため、ゲストハウスの運営がうまくいけば、投資資金も戻って
くる（場合によってはリターンも発生する）というスキームである。結果として、CFでは1,300万
円超、そして国の交付金から1,100万円、地元の金融機関から1,000万円を調達し、開業にこぎつけ
た。雇用も創出し、また、資金調達と顧客獲得の両方を同時に進めることのできるCFの強みが生
かされている。そして、投資型であるため、事業運営側にはリターンを提供するためにビジネスに
一生懸命になるという側面もある。

まちづくり

地域の歴史的な建造物には、地域のシンボル役を担っているものも多いが、維持費用の捻出は、
上の施設リノベーションで指摘した通り、容易ではない。しかし、その必要性は地域である程度共
有されていると想像され、共感を前提とするCFは性質上、まちづくりの資金調達手段として向い
ていると言える。
ここでは、自然環境の保護を通じたまちづくりにCFを活用した事例も挙げておきたい。徳島県
鳴門市では、コウノトリが安心して住み続けるまちづくりの資金調達を、ふるさと納税を原資とす
るCFで実施した。コウノトリは絶滅危惧種であり、一度日本では絶滅したものの人口繁殖を経て、
徐々に生息数を増加させている。鳴門市ではコウノトリの定着を目指して、2015年度以来、農業団
体や大学、行政等が連携して、見物客へのマナー啓発や周辺環境の整備を行ってきたが、CFでは
224万円を調達し、その資金をもとに巣の周辺の環境整備、案内の看板設置等を行っている。重要
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な点は、鳴門市が自身の目指すまちづくりの方向性を、CFを通じて間接的に広報できている、と
いうことである。そのメッセージ性に共感した人たちが資金提供をし、また、間接的にはまちの
ファンを増やすという効果もあろう。
なお、本研究会の報告での環境班では、代替エネルギーとCFの可能性を議論しているが、環境
整備や環境保全まで含めてまちづくりとして広く考えると、ますますその可能性が広がることがわ
かる。

４．自治体×CFの検討ポイント

研究会を通じてよく登場した論点は、地域・地方×CFにおいての自治体の立ち位置、関与度
合いである｡「FAAVOさばえ」のように、自治体がその運営主体となって積極的に自らが資金
調達を行う事例と、あくまでも域内の企業、NPO、個人がCFを通じて資金調達をする側面支援
をするという二つの立場が存在する。これについての絶対唯一な答えはなく、適宜最適な形態を
模索するということになるが、いずれの場合も共通することは、ビジョンが存在し、どの層を
ターゲットとするのか、そして何を実施し、なぜそれが意義ある取り組みなのかを明確に語るこ
とが重要である。今回の研究会での視察先や報告事例は、主に成功事例が中心となっている。し
かし、一方で、資金が思ったように集まらなかったという事例も少なからず存在するし、自治体
内でCFが提案されたが、様々な理由により頓挫した事例も存在する。地域課題の解決エンジン
としてCFが機能するには、一つでも多くの成功事例の積み上げと研究が必要であり、以下、こ
の後の章では研究会の成果を共有し、各地域課題の解決の一助となれば幸いである。
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起業支援班　研究概要

１．研究の目的
本研究では、地方自治体の持つ高い信頼性と、民間団体・民間事業者の持つ高い機動性や柔軟
性に注目し、それらがクラウドファンディング（以下、CFという｡）と組み合わさることの相乗
効果について、検討を行うこととする。

２．先進事例視察
　①　｢こども宅食プロジェクト｣（東京都文京区）概要

経済的に困窮する子育て世帯に対して食品の宅配を行い、その中で伏在する家庭内の問題を
発見、解決していくことを目的とした事業である。
６団体が対等な関係でパートナーシップを組む「コンソーシアム（共同体)」形体を取り、
各団体がそれぞれの役割を遂行していくことで成り立っている。その中で文京区は、事業運営
費の補助を担っており、ふるさと納税（ガバメントCF）で多額の寄付金を獲得している。

　②　｢FAAVO湘南」を活用した市民活動支援（認定NPO法人藤沢市市民活動推進機構）概要
認定NPO法人藤沢市市民活動推進機構が行う、市民活動団体、もしくは個人の資金調達を
目的とした事業である。なお、同法人は藤沢市より藤沢市市民活動推進センターの指定管理
を受けており、｢市民活動の支援」という目的を遂行する方法の一つとして、CFのプラット
フォーム「FAAVO」で地域オーナーとなり、｢FAAVO湘南」を運営している。

３．CF活用の提案
視察の考察及び豊中市、四條畷市、日本政策金融公庫におけるアンケート調査結果から整理し
た、市民活動団体や個人、開業した企業の課題を踏まえ、下記２項目について提案を行った。

　① 公募型市民活動支援事業、② 公募型起業支援事業

４．まとめ
　　行政がCFを通じ、市民団体等を支援することにより、以下の効果がもたらされると推察する。

①　地方自治体の高い信頼性による、市民団体等の活動や事業の信用度及びCFによる資金調達
の成功率の向上。
②　起業準備時の地方自治体による、フォローアップ体制の強化。
③　地方自治体の施策や課題と合った事業への誘導（場合によって、団体・事業者間の連携を促
す制度設計も可能)。
　　一方で、CFを地方自治体が活用する際の課題として、以下のものが想定される。
①　各地で同種の事業内容やスキームが生じ、競合していく場合の地域活性化に寄与することに
重点を置いた、独自の対策の思案。
　　行政におけるCFの活用は、まだ様々な課題はあるが、それを上回る効果も期待される。行
政と民間がそれぞれwin－winとなる活用手法のさらなる検討・研究とその実践が望まれる。

施設リノベーション班　研究概要

▼第１章：はじめに
　公共施設の変遷 …………… 1970年代 高度経済成長期、公共施設建設ラッシュ。
　地方自治体の財政状況 …… 扶助費の伸びに対し、建設にかけられる事業費減。
　　⇒ 多くの自治体が70年代に公共施設を建設し、近年老朽化が進んでいる。一方で施設の建て替

え・改修等にかけられる事業費は減少傾向。

　クラウドファンディング（以下、｢CF」という｡）を活用して資金を集める施設のリノベーショ
ンプロジェクトに注目。事業者や自治体の先進的事例を調査・研究し、その有効性を図る。

▼第２章：視察報告
　CFを活用し、施設の有効活用を行った事業者・地方自治体を視察。
　事例１　兵庫県豊岡市　豊岡劇場

地域に親しまれ、惜しまれながら閉館した映画館の再開に向け、地元の設計会社代表・石橋
秀彦氏が、CFでリノベーションの資金を調達。目標金額200万円（達成)。

　事例２　広島県庁
県内で廃校になった小学校と保育園３校を、世界的建築家・隈研吾氏の監修で、再び人が
集い、新しいつながりが生まれる場に再生するプロジェクトでCFを実施。目標金額3,000万円
（達成)。

　事例３　山口県宇部市役所
『ときわ公園テクノロジー×アート人材育成プロジェクト』、『ときわミュージアムリニュー
アルプロジェクト』、『JR宇部線駅舎アートプロジェクト』の三つの事業でCFを実施し、それ
ぞれ目標額を達成。

▼第３章：まとめ
　○CFの達成条件
　　プロジェクトの魅力 ……… CFは単なる資金調達の手段でなく、事業の魅力を図るファクター。
　　市民サービスへの還元 …… そのプロジェクトでいかに市民に還元ができるのか、という視点。
　　担当者の思い・熱意 ……… 資金調達は営業活動や広報戦略があってはじめて達成できるもの。

　○まちの活性化への影響
CFのための広報活動がプロジェクト、ひいては町のPRになる。多くの人に町に愛着をもっ

てもらうことができ、地域の人たち定住促進や市政への参画、積極的なコミュニティ活動を促す。

冊子 P21～ 冊子 P35～

おおさか市町村職員研修研究センター 13～14
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観光班　研究概要

第１章　はじめに
観光班の共通の背景……「名物や特産品、観光資源に乏しい住宅都市」

交流人口・活動人口・関係人口の増加による地域の活性化へ

クラウドファンディング（以下、｢CF」という｡）を活用

・魅力度全国５位
国内有数の観光都市

・観光案内版の設置費用

・行政単独で実施

・日本一魅力のない県の
最も知名度の低い町

・ダムカレーの開発費用

・高大官連携で実施

対比

第２章　神奈川県鎌倉市 第３章　茨城県城里町

第４章　CFの形態
　「交流人口・活動人口・関係人口の増加」をテーマにCFを行うにあたって、それぞれの特徴や
メリット・デメリットと共に、各自治体での活用案について参考事例を示しながら解説する。
　１．地方自治体単独でのガバメントCF
　２．地方自治体と民間団体が協力して行うガバメントCF
　３．地方自治体と民間団体が協力して行うCF

第５章　まとめ
　１．鎌倉市の事例から学ぶこと
　２．城里町の事例から学ぶこと
　３．CFを実施するには
　４．まとめ

環境班　研究概要
～ 環境行政と投資型クラウドファンディング ～

　投資型クラウドファンディング（以下、｢CF」という。※ソーシャルレンディングともいう）は、
投資者に金銭的なリターンをもたらすものであり、一見行政との係わりが薄いもののように感じら
れる。しかし、投資型CFが成立するための基盤に行政が果たしている役割は大きく、また、行政
側から見れば、投資型CFは行政の目的の達成のために役立てるべきものである。
　この研究では、投資型のCFを実施している、株式会社グリーンインフラレンディング、maneo
マーケット株式会社、おひさま進歩エネルギー株式会社の三つの事業者にインタビューを実施し、
比較した。
　三社の事業スキーム、環境問題への関心度、行政との連携度にはそれぞれ差異があるが、その事
業を成立させている基盤に目を向ければ、行政が用意する法令や制度、直接的、間接的な補助や誘
導が不可欠であることがわかった。
　環境行政の視点では、投資型CFを通じて再生可能エネルギー事業への投資を促進することで、
再生可能エネルギーの導入量が増大して地球温暖化の防止がはかられ、将来にわたって持続可能な
社会の実現に資する。行政にとっても、投資型CFは行政の目的を達成するための有効な手段とな
りうる。
　投資型CFと行政は、お互いにとって利益になる、Win－Winの関係を築くことが可能である。
　そしてこの考え方は、環境分野にとどまらない。福祉、子育て、教育等、さまざまな社会的課題
を、ビジネスを通じて解決に結びつけるソーシャルビジネスが近年注目されている。行政は、法令、
制度、補助や誘導を用意することで、こうしたソーシャルビジネスの前提条件を整え、民間投資を
呼び込んで、市場（マーケット）の機能を活用しながら、これら社会的課題の解決を図ることが可
能となる。
　社会的課題の解決に寄与する事業の種をまき、ときには芽の段階で枯れてしまわないよう保護し、
成長を見守る。これこそが、行政にしかなしえない重要な役割である。

冊子 P51～ 冊子 P89～
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第１章　研究の目的

１．研究の目的

　⑴　地方自治体の状況

近年、各地方自治体においては、少子高齢化に伴う社会保障費の増大や、高度成長期に整備
された公共施設やインフラが一斉に更新時期を迎えていることに伴い、歳出は膨れ上がる一方
で、人口減少に伴う税収の減少や地方交付税の削減により、歳入の増加も見込めず、財政状況
はますます厳しさを増していくものと予想されている。
さらに、社会情勢・構造の変化により、行政に求められるニーズは多様化・高度化してきて
おり、これらの住民ニーズに応えていくために、限られた人員や財源などの行政資源を、より
一層効果的に活用していくことが求められている。

表１　多様化する行政課題、地域課題の一例

子育て支援・保育サービスの充実 まちの魅力向上・広報力強化

地域包括ケアの構築 公共施設・インフラの更新

地域産業の振興 市民協働活動の活性化

教育環境の充実 防犯・防災力の強化

地域コミュニティの構築 地域公共交通網の整備

また、従来の考え方にとらわれない行政経営、例えば、新たな公共の担い手の発掘や歳入の
確保策など、様々な行政経営改革の手法について、研究・実践が進んできている。
そのような中で、歳入の確保の一手段として期待され、平成20年にふるさと納税制度が開始
された。平成23年の東日本大震災の被災自治体に対する支援により注目度が高まったことや、
平成27年４月に「ワンストップ特例制度」が導入されたことを受けて、各地方自治体への寄附
金額は高騰し、平成28年度の地方自治体のふるさと納税受入額は、下図１のとおり、全国で約
2,844億となっている。

起業支援班　研究報告

 八尾市　人権文化ふれあい部市民ふれあい課　　廣田　詩織

 豊中市　財務部財政課　　光岡　亜衣

 大東市　政策推進部企画経営課　　中川　亮太

 四條畷市　都市整備部建設課　　柳生　駿祐
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図１　ふるさと納税の受入額と受入件数

（出典：総務省『ふるさと納税に関する現況調査結果』
　 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/
topics/20170704.html）

ふるさと納税の拡大に伴い、各地方自治体は財政的恩恵を受け、住民が求める各施策の充実
が図られるものであるはずだが、ふるさと納税を行う納税者の多くが、各地方自治体が調達す
る返礼品を目的にふるさと納税を行っている現状があり、寄附の使われ方について関心が薄い
ことが課題のひとつとして挙げられている。
加えて、ふるさと納税を行ったことに伴う住民個人税の控除額も、地方圏に比べ、大都市圏
の方が顕著であり、地方交付税交付団体には、減収となった金額の75％が国から交付税措置さ
れるものの、残りは自ら補う必要があり、ふるさと納税による寄附金受け入れ額より控除額が
大きい、いわゆる「流出超」となっている地方自治体にとって、この財政負担は決して軽いも
のではない。
歳入確保の一助として活用されるべきふるさと納税が、活用されるほど、財政負担が大きく
なる地方自治体が生まれるという現象は、ふるさと納税の本来の趣旨とは逸れるものと言える。
地方自治体の財政は、扶助費をはじめとする義務的経費の増加が避けられず、いわゆる財政
の硬直化が進むと考えられている中、行政課題の解決に資する施策の展開と、ヒト・モノ・カ
ネといった限られた行政資源とのマッチングは、今後、行政経営を進めていく上で、ますます
重要な視点となってくる。
現行のふるさと納税制度が十分に活用され、その効果を発揮できているとは言い難い中、注
目され始めているのが「クラウドファンディング（以下、｢CF」という｡)」の仕組みである。

　⑵　地方自治体におけるCF

平成23年に地方自治法施行令が改正され、第三者が寄附金等を地方自治体に代わって募るこ
とが可能になったことにより、地方自治体においてもCFを実施することが可能となった。
これを受けて、神奈川県鎌倉市において、観光施設整備に係る資金調達において、全国で初
めて地方自治体によるCFが実施され、その後、全国の地方自治体において、少しずつ導入例
が増えてきている。
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さらには、ふるさと納税制度においても、より住民の意思を反映できる仕組みとして、使途
を明確化し、資金の提供を呼びかける「ガバメントクラウドファンディング（以下、｢GCF」
という｡)」が積極的に取り入れられるなど、徐々に制度のあり方についても見直され始めてい
る。
前述のとおり、各地方自治体において、投資的経費に多くの財源を投入できない中、これ
を補填する歳入の確保策として、CFへの注目度は高まる一方であり、行政が担ってきた分野、
あるいは、財政的な課題からこれまで行政の手が届かなかった分野において、CFが導入され
ていくことで、新たな行政サービスのあり方が生まれる可能性が期待されているところである。

　⑶　本研究の目的

地方自治体が自ら行う事業について、CFを活用する場合は、単なる歳入確保の一手法とい
う側面が色濃く表れるが、地方自治体が民間団体や民間事業者と連携してCFを活用するス
キームでは、様々な可能性の広がりが考えられる。
本研究では、地方自治体の持つ高い信用性と、民間団体・民間事業者の持つ高い機動性や柔
軟性に注目し、それらがCFと組み合わさることの相乗効果について、検討を行うこととする。

第２章　CFの状況

１．CFの概要

　⑴　地方自治体におけるCFへの取り組み

前章で述べたとおり、既存のふるさと納税にCFの仕組みを取り入れたものは「GCF」と呼
ばれている。いわゆる「返礼品競争」が話題となっている中、このGCFが新たなふるさと納
税のあり方として注目されており、｢共感」を呼ぶ事業を提案することで寄附を募り、まちの
プロモーションやファン層の拡大に繋がるきっかけとして、活用の広がりを見せている。
既にGCFの取り組みを始めている地方自治体もあり、その取り組み方法は様々であるが、
主には以下の２つに大別されると考えられる。
①地方自治体が行う事業に対して資金調達を行う。
②資金調達をしたいNPO法人等を支援する。

①の場合は、集まった寄附金を市の事業の財源として活用するものであり、②の場合は、集
まった寄附金をNPO法人等への助成金として活用するものである。これらはいわゆる「寄附
型」と呼ばれるものであり、いずれも寄附金控除の対象となるのが特徴である。

　⑵　CFのメリットとデメリット

｢CF＝簡単に資金調達ができる」と考えがちだが、もちろんメリットもデメリットもある。
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その一例を民間事業者におけるものと地方自治体におけるものとに分け、表２に示す。

表２　CFのメリットとデメリット

メリット デメリット

民間事業者に
おけるもの

・マーケットリサーチができる
・提案事業のPRや販路の開拓に繋がる ・資金調達に相当の時間を要する

地方自治体に
おけるもの

・ 新たな行政サービスのあり方が生まれる
可能性がある

・行政が苦手とする「情報の拡散」が必須
・提案事業を未実行にできない

まず、民間事業者におけるメリット及びデメリットについて述べる。例えば、新製品を開
発するにあたってCFを活用するとした場合、まず考えられるメリットとして、｢マーケットリ
サーチや販路の開拓」が挙げられる。通常、新製品の開発にあたっては、まず最低限の開発資
金を用意し、その新製品への需要の有無を確認できないまま開発を進めていくことになる。そ
の結果、たとえ新製品が開発できたとしても、需要がなければ多数の在庫を抱えることになっ
てしまう。しかし、CFを活用した場合、開発資金は支援者から調達でき、開発した製品は支
援者へ提供するため、販売先も確保できる。また、多数の支援が集まれば、その製品への需要
があるということが確認できる。さらには、インターネット上で新製品の提案をすることで、
その新製品のPRにもつながり、あらゆる方面から支援を募ることができることで、新たな販
路の開拓にもつながると言える。
一方、デメリットとしてまず挙げられるのは、｢資金調達に相当の時間を要する」という点
だ。CFで資金調達する際に要する時間は、準備期間から入金まで約半年かかるとされており、
これは金融機関から融資を受ける場合等と比較すると明らかに長い。よって、スピード感に重
きを置く民間事業者にとっては、デメリットになると言える。
次に、地方自治体におけるメリット及びデメリットを述べる。地方自治体がCFを活用した
場合は、前章で述べたとおり、｢財政的な課題からこれまで行政の手が届かなかった分野にお
いて、新たな行政サービスのあり方が生まれる可能性がある」という点で大きなメリットがあ
ると言える。
一方、デメリットとしては「情報の拡散が必須」という点が挙げられる。CFはインター
ネット上で資金調達を行うため、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を利用し
た情報発信は必須と言える。民間事業者に比べて情報発信力が低く、SNSの利用にも不慣れで
あり、かつ、情報発信に関して制限が多い地方自治体においては、プロジェクトの内容等をい
かに発信するか、その方法や見せ方に工夫が必要だ。また、提案事業に対して「その事業は税
金で行えばよいのではないか」と共感を得にくい点や、仮に資金調達額が目標に達しなかった
場合でも、事業を実施しないという選択はしづらく、結果的に一般財源を充てて事業を実施せ
ざるを得ない場合もある、という点も地方自治体特有のデメリットと言える。
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２．プラットフォームの特色

　⑴　主なプラットフォーム

現在、CFを行うためのWEBサイト（以下、｢プラットフォーム」という｡）は、日本国内で
も100以上あると言われている。そのうち主なものを表３に示す。
CFで資金調達を行うにあたり、どのプラットフォームを利用するかは非常に重要な選択と
なる。提案するプロジェクトのジャンルやターゲットを明確にし、また、手数料や決済方法等
も考慮したうえで最適なプラットフォームを選ぶ必要がある。

表３　CFを取り扱う主なプラットフォーム

名　　称 方　式 特　　　徴 手数料※

FAAVO
（ファーボ） どちらも可

購入型。
地域オーナー制度を設け、地域に根差したプロ
ジェクトを扱う。

10－20％

F×G
（エフバイジー） All-In

寄附型。
FAAVOが運営する、地方自治体が行うプロジェ
クトに特化したプラットフォーム。

15－20％

ふるさとチョイス All-In 寄附型。
地方自治体が行うプロジェクトに特化している。 10－15％

Readyfor
（レディフォー） All or Nothing 社会貢献に関するプロジェクトが多い。調達額日

本一。 17％

 CAMPFIRE
（キャンプファイヤー） All or Nothing 多種多様なジャンルを取り扱う。 20％

makuake
（マクアケ） どちらも可 ビジネス系のプロジェクトが多い。 20％

JAPAN GIVING
（ジャパンギビング） All or Nothing 寄附型。

ファンドレイジング機能を持つ。 15％

※手数料とは、集まった寄附金額に応じてプラットフォーム運営会社へ支払うものを指す。

第３章　先進事例の調査

１．先進自治体等の視察

　本研究の目的に資するため、平成29年10月、住民・民間団体・事業者の活動に対する支援にお
いて、先進的にCFを活用されている地方自治体及びNPO法人への視察を行った。現地視察を行
い、各担当者から話を伺う中で、新たな取り組みや成功事例、事業展開の手法等を学ぶことがで
きた。
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２．事例紹介

　⑴　ふるさと納税（GCF）を活用した「こども宅食プロジェクト｣（東京都文京区）

　　①　事業概要

経済的に困窮する子育て世帯に対し、企業・フードバンク等から提供を受けた食品の宅配
を行い、その中で伏在する家庭内の問題を発見、解決していくことを目的とした事業。事業
対象は生活保護受給者を除く、就学援助、児童扶養手当の受給世帯で、事業企画時の平成29
年度の宅配予定数は150世帯であった。文京区（以下、｢区」という｡）が事業対象世帯に案
内を送り、LINE@、郵送、電話、区窓口での書類提出のいずれかの方法でサービスを申し
込んだ世帯に対し、宅配事業者が戸別配送を行う。
本事業は、下表４の計６団体が対等な関係でパートナーシップを組む、｢コンソーシアム
（共同体)」と呼ばれる形体を取り、各団体がそれぞれの役割を遂行していくことで成り
立っている。その中で区は、ふるさと納税によって得た事業に賛同する個人等からの寄附を
原資とし、事業運営費を補助する役割を担う。

表４　コンソーシアム構成団体及び担当業務

特定非営利活動法人
フローレンス

・コンソーシアム代表
・宅食事業全般の推進
・宅食事業寄附金募集の広報・PR業務

特定非営利活動法人
キッズドア

・宅食事業希望世帯からの申込受付
・商品等の配達業務

一般財団法人RCF ・食品等の提供企業の開拓
・交渉等業務

特定非営利活動法人
日本ファンドレイジング協会 ・社会インパクト評価業務

一般財団法人村上財団 ・個人寄附等ファンドレイジング

東京都文京区 ・宅食事業に対する寄附金受付・管理業務
・宅食事業対象者に対する宅食事業の案内業務

　　②　事業状況

平成29年７月20日より、｢ふるさとチョイス」をプラットフォームに、寄附型、All in方式
のふるさと納税を実施中である。結果として、目標額の2,000万円の何倍もの金額の寄附金
獲得に成功している。
なお、『こども宅食』プロジェクトについては、平成29年10月14日より開始され、申込み
のあった458世帯に順次、食品の宅配が実施されている。

　　③　視察内容

本事業は、フローレンスが子ども食堂を展開している中で、本当に必要な世帯に支援が行
き渡っているかどうか疑問に感じたことが発端となっている。コンソーシアム形体について
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も、フローレンスが各種団体へ働きかける中で構成され、区もその内の一団体であった。区
としても、同時期に平成29年度の重点施策で「子どもの貧困対策」を検討していたこともあ
り、構成団体として本事業の一端を担い、ふるさと納税による資金獲得を行うこととなった
のである。
先述したように、区が実施したふるさと納税は目標を大きく上回る寄附をいただいている
が、寄附者の割合は区民からが１割弱であり、それ以外は全国各地からの寄附となっている
ことから、本事業に対する全国の共感度、注目度が伺える。寄附方法はふるさと納税サイト
を通じたクレジットカードによる決済を可能にしており、寄附の９割以上がこの方法をとら
れた。
また、本事業で形成されているコンソーシアムのメリットとして、各団体がお互いの強
みを活かして事業を実施できることが挙げられる。例えば、NPO法人等団体（以下、｢他
団体」という｡）は寄附が活動資金となることから、自ら行動して寄附を集めるノウハウを
持っている。また、報道機関に対し独自のコネクションを持ち、表現に関する自由度も高い
ことから、行政に比べて発信力は大きい。CFを行う際は、対外に向けての見せ方が大変重
要となるので、その点で他団体に広報を任せたことは成功であったと言える。一方で区は、
世間からの絶対的な信用度・信頼感があり、これは他団体では得ることのできない行政の最
大の強みであると言える。また、本事業は宅食という事業スキームだけでみれば、他団体の
みでできないこともないが、フローレンスが目指す「本当に支援が必要な世帯へのアプロー
チ」のためには、行政が持つ情報が必要不可欠となる。
一方でコンソーシアムを形成する上で苦労した点としては、他団体との文化の違いが挙げ
られる。事業を進めながら並行して今後の展開を考えていく他団体と、事業の計画性や様々
な手続きが必要となる行政の間では、事業実施の上でのスピード感が異なることから意見が
食い違う場面が多々あり、調整が難航したとのことであった。
また、本事業において、区が現在抱える課題としては、宅食サービスの申込みが予想を大
きく上回る458世帯からあったことで、食品の保管スペースや宅食を区役所内で食品を箱詰
めするための作業スペースの確保も含め、申込み世帯数に対してどの程度まで対応できるか、
精査が必要となっていることである。また同時に、今回のふるさと納税による多額の寄附は、
あくまで宅食がリーディングケースとして注目されている中で戴けたものであり、今後、継
続可能な寄附額について、見極めていく必要があると考えている。また今後の展望として、
区では、ふるさと納税により財源を生み出すだけではなく、食料の廃棄問題とも絡めて本事
業を展開していく予定である。

　　④　考　察

本事業は先進的な取り組みであることから、全国からの注目度も高く、他団体と連携する
ことにより、効果的な情報発信や柔軟な事業展開などが可能となり、多くの寄附が集まった
ものであると考える。その中で、行政にしか知り得ない情報を元に「本当に支援が必要な世
帯へのアプローチ」を可能にしたことや、世間からの絶対的な信頼を持って事業への寄附金
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を募ることができたことなどを踏まえると、区の功績は大変大きいと言える。
一方で、文京区の事例に倣い、全国各地で同様の事業が行われ始めると、ふるさと納税等
で得られる寄附金、企業・フードバンク等から提供される食品などの資源が分散することが
想定される。このため今後は、継続的な事業展開が可能となるような事業スキームの構築が
必要である。
また、ある事業目的を達成するために行う「GCF」は、あくまで財源を調達する手段の
ひとつであり、区のように他の資源や課題を組み合わせるなど、複層的な事業設計が重要で
あると考える。

　⑵　｢FAAVO湘南」を活用した市民活動支援

　　　　（認定NPO法人藤沢市市民活動推進機構、神奈川県藤沢市）

　　①　事業概要

認定NPO法人藤沢市市民活動推進機構（以下、｢機構」という｡）が行う、市民活動団体、
もしくは個人（以下、｢団体、個人」という｡）の資金調達を目的とした事業。なお、同法人
は藤沢市より、藤沢市市民活動推進センター（以下、｢センター」という｡）という、市民活
動支援を目的とした施設の指定管理を受けており、その目的を遂行する方法の一つとして、
CFのプラットフォーム「FAAVO」で地域オーナーとなり、｢FAAVO湘南」を運営してい
る。

　　②　事業状況

｢FAAVO湘南」は平成27年４月に開始され、センター窓口での相談や、FAAVOサイト
に投稿された企画案を元に、CF実施に向けてのサポートを行っている。｢FAAVO湘南」発
足時より現在までで、CFを実施した企画は10件となっている。

　　③　視察内容

機構は、従来から市民活動が盛んである藤沢市で活動支援の必要性を感じ、平成10年に
組織化され、平成13年にNPO法人として設立された。機構がNPO法人を設立した年に、藤
沢市がセンターを開設し、現在は機構がセンターの指定管理委託を受けている。機構
は、各市民活動団体の活動に必要な支援を常に考えながら、多角的に事業を展開しており、
「FAAVO湘南」も、支援方法のトライアル的な試みとして、機構が独自で開始した。現在、
活動資金獲得についての相談がセンターにあった場合は、相談者がどのような考えで資金を
獲得しようと考えているのかを機構職員がヒアリングし、地域密着型のCFが望ましいと思
うものについて、｢FAAVO湘南」を活用している。
しかし、助成金や補助金、金融機関からの融資等に比べ、CFを選択する人は現状多くな
い。理由としてはCFでは開始までの準備や、成功させるためには「発信力」が大変重要に
なってくることから、一団体、個人にはハードルが高いことが挙げられる。また、センター
に相談のある企画内容に関しては、成熟度が低いものも多く、様々な課題を課していく中で、
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フェードアウトしていく団体、個人がほとんどとのことである。
機構は、CFを主な業務としている他の地域オーナーと違い、｢FAAVO湘南」は機構の一
番の目的である「市民活動団体の支援」のための数ある事業の一つでしかないため、積極的
に「FAAVO湘南」を展開しているというわけではない。しかし、CFを実施しないという
結果になっても、｢FAAVO湘南」をきっかけにその後センターを利用するようになった団
体、個人が増えており、その点で「FAAVO湘南」は機構の事業目的に寄与していると言え
る。
機構が団体、個人にCFを勧めるにあたっての選定基準は、FAAVOの存在意義である
「湘南」という地域に寄与するか否か、という地域性のみであり、各団体、個人が最後まで
やり抜く覚悟を持っているかどうかを注視し、機構側からの後追いはしないようにしている。
一方で機構としては、準備期間等を考えると、スピードを求められる民間企業より団体、
個人の方がCFの実施には適していると考えているため、｢FAAVO湘南」を活用する団体に
対しては、資金獲得が成功するように、事前、最中、事後、完了後の計４回のフォローアッ
プを実施している。フォローアップで話を聞く中で、団体や個人が一番苦しんでいるのは完
了後であり、ファンド終了後のお礼のメール送信や返礼品の作成、発送など、団体、個人の
多大なる努力が必要となる。また、機構が事前フォローアップ時に必ず団体、個人に伝える
のは「手間を惜しまないこと」であり、プロジェクトの信頼性を高めるために、ファンド最
中の進捗状況を定期的にサイト上で報告することや、寄附が見込める相手に連絡をしたり、
直接会ったりすることによって、CFを成功させる上で重要となる、｢身近な人からの共感」
を得るためのアドバイスをしている。
一方、藤沢市では直接「FAAVO湘南」には関わっていないものの、平成27年度に「ご当
地ナンバープレート」の導入にCFを活用し、100万円の資金を調達している。しかし、行政
が公益事業に対して資金調達をする際は、寄附が集まらなかった場合でも一般財源を充てて
事業を実施せざるを得ないことや、｢その事業は税金で行えるのではないか」と支援者から
共感を得にくいことがデメリットとなっている。

　　④　考　察

CFによる資金調達は決して容易なものではなく、発信力を最大限に発揮し、プロジェク
トに対する共感をより多く得ることで、初めて成立する。そのためには、プロジェクト自体
の成熟度は当然のことながら、継続的な情報発信や寄附候補者に対する積極的なアプローチ
など、受動的ではなく、自発的な姿勢が重要となる。その中で、機構がCFの事前から完了
後までに計４回ものフォローアップ体制を取っていることや、成功に向けて共に努力してい
く姿勢は、個人、団体の大きな手助けになっていると言える。また、いつでも相談できるセ
ンターが身近にあることも、団体、個人にとってメリットであると考えられる。
一方で、実施の有無に関わらず、CFのプラットフォームを展開していることをきっかけ
に、現在センターへの来場者や利用者が増加し、結果として機構が本来の事業として実施し
ている「市民活動団体の支援」の発展に繋がっている。これは、事業目的を遂行するための
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一助として活用しているCFが、資金面以外でも事業の推進に寄与することを示している一
例であると言える。

第４章　地方自治体のCF活用の一提案

１．公募型市民活動支援事業

　⑴　現状の課題の調査

現在、市民活動を行っている団体、個人が課題と考えていることについて、調査を行った結
果、下図２のとおりとなった。

図２　市民活動団体が今後必要と考える知識やスキルのアンケート結果

(%)

（出典：豊中市『市民活動団体の実態調査報告書－「提案公募型委託制
度」による協働事業－』
　 https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/npo/hakkou/index.files/
Investigation_CivicActivityinToyonaka.pdfl ）

　⑵　課題整理

前述の調査結果から団体、個人が抱えている課題について、下表５のとおりまとめた。
また、前章の先進事例から、こうした課題について特に有効となる取り組みについて、下表
６のとおりまとめた。
このことから本提案事業では、団体、個人の課題解決にあたるため、注目を集めやすく、ま
た行政等へ相談がしやすく、行政と団体、個人が協働で実施する事業について提案する。
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表５　団体、個人の課題

会員数が増えるように活動をPRしたい

活動にかかる専門知識を容易に収集したい

SNS等の情報発信手法を使って活動をPRしたい

寄附をどのように集めているか知って実践したい

表６　先進事例の有効な取り組み

今までにない取り組みから注目を集めることができている

活動を相談しやすい場所が身近にある

行政と協働で行う活動は信頼を得やすく、寄附金を集めやすい

　⑶　事業内容

団体・個人が行いたい市民活動を募集し、地域に貢献する内容について選定し、後援等の協
力体制を構築する。公募のあった市民活動が、より発展的な活動へ導くため行政等が助言を行
う。
地方自治体はCFのプラットフォームを用意し、公募のあった市民活動がまとめて閲覧でき

るようにする。公募のあった市民活動はこのプラットフォームを用いて運営資金の提供を受ける。
なお、地方自治体が用意するプラットフォームは、現在、READYFOR株式会社が実施して
いる「地方自治体×Readyfor」の方式（下表７参照）を採用する。この方式では、地方自治
体がREADYFOR株式会社へ手数料を補助している場合と活動主体が負担している場合が存在
している。

表７　READYFOR株式会社の事例

主　体 青森県 宮城県
補　助 補助なし 手数料を補助
対　象 一般企業 農業従事者

　⑷　推定される行政側のメリット

　　・行政と団体、個人が協働で行う事業をＰＲしやすい
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　　・市民活動が補助金に頼らない活動を行うと歳出が低減する
　　・地域経済の活性化につながる可能性がある

２．公募型起業支援事業

　⑴　現状の課題の調査

現在、開業した企業が開業時に苦労したと考えていることについて、調査を行った結果、下
図３のとおりとなった。また、地域で開業している企業が行政に求めている支援策について、
調査を行った結果、下図４のとおりとなった。

図３　開業時に苦労したことのアンケート結果

（出典：日本政策金融公庫『｢2017年度新規開業実態調査」～アンケート結果の概要～』
　https://www.jfc.go.jp/n/fi ndings/pdf/topics_171225_1.pdf）

図４　企業が行政に求める支援策のアンケート結果

（出典：四條畷市『四條畷市産業振興ビジョン』
　 http://www.city.shijonawate.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/
fi les/group/10/bijyon.pdf）
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　⑵　課題整理

前述の調査結果から企業の抱えている課題について、下表８のとおりまとめた。
また、前章の先進事例から、こうした課題について特に有効となる取り組みについて、下表
９のとおりまとめた。
このことから本提案事業では、企業の課題解決にあたるため、販路を開拓でき、資金調達が
可能であるCFを用いており、また各種情報を容易に収集・相談でき、各企業との交流が図れ
る事業について提案する。

表８　企業の課題

顧客・販路を広げたい

資金調達をしたい

財務・税務・法務に関することを収集または相談したい

中小企業支援情報、雇用や行政情報について容易に収集できるようにしたい

異業種、同業種との交流をしたい

表９　先進事例の有効な取り組み

今までにない取り組みから注目を集めることができている

行政と協働で行う事業は信頼を得やすく、資金調達しやすい

　⑶　事業内容

起業したい企業を募集し、地域に貢献する内容について地方自治体が選定し、後援等の協力
体制を構築する。また、公募した企業に同種企業の紹介や行政や経営等にかかる情報提供を行
う。
前述したCFのプラットフォーム内に、企業が実施したい事業を掲載することができ、販路
開拓及び資金調達ができる。

　⑷　推定される行政側のメリット

　　・企業の柔軟な発想を行政へ取り込むことができる
　　・地域経済の活性化につながり、歳入が増える可能性がある
　　・企業を積極的に誘致できる
　　・全国的な広告媒体に地方自治体が掲載される可能性がある
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第５章　まとめ

　行政がCFというツールを通じて、市民団体や個人、民間事業者を支援していくことは、その活
動や事業を行政が一緒になって作り上げていくこととなる。それによりもたらされる効果や、伴っ
て発生し得る課題について、第３章で考察した他の地方自治体の事例や、前章の提案における課題
整理等を踏まえ、以下のとおり総論的に推察する。
　効果としては、第一に、民間では持ち得ない行政特有の高い信頼性によって市民団体等を下支え
することで、市民活動や事業自体の信用度の向上につながり、CFの本来の趣旨・目的である資金
調達の成功率を飛躍的に向上させることができる。
　第二に、市民団体等が、その活動分野における法制度や公的支援制度などの情報収集に苦慮する
のは、特に起業準備時において顕著であり、その時点で行政の関与が得られることで、強い情報収
集チャンネルを獲得することができる。
　第三に、市民団体等が単独でCFを活用するのではなく、前章の提案にあるように、公募の方法
を採るなど、地方自治体が一定の関与を行うことで、地方自治体の施策の方向性に合致する事業や、
課題となっている分野の活性化を促進する活動などへ事業誘導を行うことができる。
　また、文京区の事例では、それぞれ違う視点や目的を持つ主体で構成するコンソーシアム形式を
採用することにより、様々な困難はあったものの、そこから生み出される推進力は、大変大きなも
のがあった。同時に、複数の行政課題を同時に解決していく効果も見受けられ、提案でいうところ
の公募条件の設定次第では、そのような団体・事業者間の連携を促す制度設計も可能である。
　一方で、CFを地方自治体が活用する際の課題もある。CFが今後、ますます浸透・拡大していく
ことが予想される中、各地で同種の事業内容やスキームが生じ、競合していくことが想定される。
藤沢市の事例が示すように、行政が関与するからには、地域活性化に寄与することに重点を置き、
その独自性を打ち出すことが重要であろう。
　また、CFはあくまで単発的な資金獲得であるため、行政の関与がなくとも、活動や事業を展開
できる恒久的かつ継続的な資金調達手法を確立していく必要がある。
　行政におけるCFの活用は、まだ初期段階であり、様々な課題はあるものの、その困難さを上回
る効果も期待されるところである。行政と民間がそれぞれWin－Winとなる活用手法のさらなる検
討・研究とその実践が望まれる。

参考文献

・川上清市『クラウドファンディング成功の秘訣』秀和システム、2015年
・板越ジョージ『クラウドファンディングで夢をかなえる本』ダイヤモンド社、2014年
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第１章　はじめに

１．はじめに

　⑴　公共施設の状況

1960年代～1970年代の高度経済成長期、人口の増加や産業の振興、都市の成長に併せて、住
宅をはじめ、学校や道路、文化・スポーツ施設などの公共施設が急激に建設された。これらの
施設は建築から40年以上経過し、多くの施設が老朽化の問題に直面している。これを受け、総
務省は全国の地方自治体に対し、保有する公共施設を対象に「公共施設等総合管理計画」を策
定するよう要請しているが、多くの地方自治体が財政面やマンパワー不足などからその対応に
苦慮している状況である。

■公共施設の建設状況

90

130

170

210

250

1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005

（出典：総務省「公共施設等総合管理計画｣（2014年１月)）

施設リノベーション班　研究報告

 茨木市　市民文化部文化振興課　　　　田中　勇輝

 枚方市　産業文化部文化生涯学習室　　能瀬由芽子

 豊中市　都市活力部文化芸術課　　　　西岡　良和

 高石市　政策推進部総合政策課　　　　濱田　太郎
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■築30年以上の公共施設等の状況

分　　野 公共施設 上水道施設 下水道施設

延床面積割合 43.1％ 45.3％ 7.7％

（出典：総務省「公共施設及びインフラ資産の将来の更新費用の比較分析に関する調査結果｣（2012年３月)）

　⑵　人口の推移と財政状況

我が国の人口は、1995年をピークに減少しており、国立社会保障・人口問題研究所の将来推
計によると、2030年には１億人を割り、2060年には9,284万人にまで減少するといわれている。
また、少子高齢化が急速に進み、内閣府の高齢社会白書では、2016年10月現在で、総人口に占
める65歳以上の高齢者の割合は27.3％と世界でも類を見ない高い数値となっている。
このような社会環境の中、社会保障費は増加の一途をたどり、国や地方自治体の財政状況は
厳しくなる一方で、公共施設等の維持管理や建て替えなどの財源は年々減少傾向にある。
さらに、子どもたちが学び、集っていたまちのにぎわいづくりの拠点ともいえる小・中学校
などの教育施設が廃校になり、その有効活用が課題となっているケースが増えている。主な理
由としては、少子化による児童・生徒数の減少、過疎化・都市化による特定地域の児童・生徒
数の減少が挙げられる。

■地方財政における事業費等の推移
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（出典：総務省「公共施設等総合管理計画｣（2014年１月)）
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■公立学校の廃校発生数
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（出典：文部科学省「廃校施設活用状況調査の結果について｣（2016年５月)）

　⑶　クラウドファンディングの活用

以上のことから、公共施設や住宅の老朽化が進んでも、すぐに改修や建て替えを行えないの
が現状だ。そこで、近年、クラウドファンディング（以下、｢CF」という）を活用した施設の
リノベーションプロジェクトが注目を集めている。民間だけではなく、行政も積極的に導入す
るケースも増えており、国土交通省でも2015年度からCFを活用したまちづくり支援の取り組
みを実施。地方自治体と民間都市開発推進機構が資金を出し合って組織したファンドが、｢景
観形成」や「文化財保護」｢古民家再生」といった住民等が主体となるCF活用事業に助成金を
拠出する取り組みを進めている。

２．研究目的

本研究では、CFを活用して施設の有効活用を図る事業者や地方自治体による先進事例を収
集・整理するとともに、さらにはそれが、まちの活性化にどのようにつながっていったかを研究
することで、CFの有効性を図ることを目的としている。本研究の内容は、以下のとおりである。

　⑴　事業者や地方自治体による先進事例の研究

CFを活用して施設の有効活用を行った事業者と地方自治体を視察し、CFを行うきっかけや、
PRの方法、施設の活用方法などについて聴き取りを行った。

　⑵　考察・提案

視察を踏まえ、CFを用いた施設の有効活用を進める上での課題や有効性などについて考察
するとともに、今後のCFの活用について提案するもの。
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第２章　視察報告

事例１　兵庫県豊岡市　豊岡劇場

①　概　要

CFを活用してリノベーションを行い、劇場を再生させた全国を代表する事例が豊岡劇場だ。
行政が主体となったわけではなく、有限会社石橋設計の代表を務める石橋秀彦氏が中心とな
り、兵庫県立大学の学生などが「豊劇新生プロ
ジェクト」を発足させた。また、CF出資者の
約８割が地域住民で、プロジェクトに関わった
人々皆がまちを愛し、劇場を愛していたことが
分かる取り組みである。視察メンバーが所属す
る各地方自治体でも、空き家となったような住
宅や施設などの有効活用が問題となっており、
視察を通して、CFの知識はもちろん、住民と
の連携や、施設の有効活用の方法など様々な角
度からアプローチできるプロジェクトである。

②　プロジェクトの位置づけ

1927年に誕生した豊岡劇場は当時、大衆文化の場であった。時代が進むにつれ、映画も上映す
るようになり、最終的には地域の人たちが愛する映画館になるも、人口減少や施設の老朽化など
様々な要因から豊岡劇場は2012年に一度閉館へと追い込まれた。
しかし、子どもの頃にこの豊岡劇場で映画に触れ、映画監督を志したこともある石橋設計の石
橋氏が中心となり、地域に親しまれた映画館を復活させるため、プロジェクトチームを結成し、
リノベーションに取り組んだ。なお、本プロジェ
クトの主な目的は次の通りである。
　●目的
　　１．周辺地域の文化の担い手を後押しする
　　２．家や職場以外の第３の居場所づくり
　　３．クリエイター、作家の育成の機会をつくる
　　４．地域外、海外との交流を促進する
　　５．この地域で暮らす事を楽しむ場所をつくる

③　代表者の熱い思い

幼少期にこのまちでたった一つの映画館で様々
な映画に触れ育った、本プロジェクトの代表である石橋氏。閉館の際には、当時の劇場オーナー
に閉館しないように駆け寄るほど、この劇場に思い入れがあった。その後、劇場再開に向けた取

※豊岡劇場外観

※ 豊岡劇場内。場内には目的を達成するための、様々
な工夫が見られる。
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り組みの一つとして、１日限りの上映会を行った。その際のアンケートでは、市民の方々から改
めて劇場に対する思い出や愛情を感じ、本プロジェクトを進めるにあたり、多くの人々から共感
と協力を得られると確信した。

④　CFまでの経過

　●CFの活用

CFで集めた資金はリノベーションの一部
（小ホールの改修）のみに充てた。全体のリ
ノベーション費用から見れば、決して大きい金
額ではないが、地域の人たちにこの取り組みを
知ってもらうとともに、実際にお金を出しても
らい、参加してもらうことに意義があると思い
CFを実施した。
また、CFを実施するにあたり、地域の人に
情報が届くことが重要である。そのため、地域
のフリーペーパー等にPRするなど、効果的な
広報活動を行った。

　●地域とのつながり

CFを活用して施設をリノベーションするためには、地域とのつながりをいかに生み出してい
くかが大切である。理想は地域にいる、デザインセンスや多くの人を巻き込んでいく力のあるよ
うな人たちと一緒にリノベーションに取り組んでいくことで、地域のことを第一に考えた愛着の
ある施設になると思う。

　●CFの結果

　　目標金額　2,000,000円
　　達成金額　2,716,000円

　●小ホール改修の内容

　　・据え付け椅子の撤去
　　・床をフラットにするための木工事
　　・小ホール内装工事
　　・照明やコンセント設置に伴う電気工事　等

　●用意した主なリターン

　　３千円
　　・御礼の気持ちを込めた限定メッセージカード

※CFで集めた資金を元に改修を行った小ホール
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　　・オリジナルステッカー１枚
　　・ドリンクチケット１枚
　　５千円
　　・映画上映及びイベント招待券１枚
　　１万円
　　・但馬の郷のハム＆ソーセージ詰合せ
　　３万円
　　・城崎温泉外湯めぐり券
　　・劇場内にお名前の記載
　　５万円
　　・アップかんなべスキー場１日リフト券
　　・但馬牛お試ししゃぶしゃぶセット詰合せ（300g）
　　10万円
　　・但馬牛サーロインステーキ（300g）
　　・職人がつくるあなたのオーダーメイドバッグ
　　30万円
　　・城崎温泉ペア宿泊券
　　50万円
　　・職人がつくるあなたのオーダーメイドバッグ
　　・１日劇場貸切権
　　・劇場ロビーに１年間、広告スペースを設置
　　・石橋氏が豊岡周辺を一日ご案内

⑤　考　察

CFを用いて施設の改修などを行う場合は、特に地域の人を巻き込んでいくことが大事だと感
じた。そのためには、地域への地道な声掛けなど、業者への委託などではない、見えない地道な
作業が必要になる。またCFに際しては、その目的別にプラットフォームを使い分けることが重
要（本プロジェクトはMotion Gallery）であることも生の声を聞くことで実感した。本事例は地
域が一体となり、CFが成功した大きなものの一つであると考えられる。
今回の事例は民間事業者によるプロジェクトであるが、行政が行う場合は本プロジェクトと同
等以上に地域の協力が必要になるのではないだろうか。行政が主となり、地域の熱意ある人間を
見つけ、ともにプロジェクトを実施していくことが鍵になるのかもしれない。そうすれば官民が
一体となり、まさに地域一体となった取り組みとなり、単なる資金調達だけではない、CFのプ
ロジェクトとなり得るだろう。

※ 豊岡劇場内にはCFに協力した人の名
前が掲示されている。
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事例②　広島県庁

①　概　要

広島県は、｢ひろしまさとやま未来博2017」において、建築家・隈研吾氏の監修のもと、小学
校や保育園の廃校舎など一定の役割を終えた３施設を地域住民とともに、人が集い、新しいつな
がりが生まれる場所に再生する「廃校リノベーションプロジェクト」でCFを活用し、3,000万円
という目標を掲げて挑戦した結果、90日間で3,800万円の寄附を集めた。

②　プロジェクトの位置づけ

｢ひろしま さとやま未来博2017」は、2017年３月25日から11月26日までの期間、県内の中山間
地域19市町を舞台に、中山間地域への関心を高め、地域外からも定期的に関わる人材を増やしな
がら地域づくりを加速させるための県民参加によるネットワーク型交流プロジェクトである。
従来型の博覧会とは異なり、パビリオンが無く、地域を元気にしていく活動の渦があちこちで
起こり、関わった人とその土地に暮らす方々との関係性が先々まで続いていくような、この時代
ならではの「関係人口」を増やしていくための新しいネットワーク型の博覧会である。
さとやま未来博には、二つの柱があり、一人ひとりの想いがつくる「ココロザシ応援プロジェ
クト」とさとやまへの共感を呼ぶ「シンボルプロジェクト」の二つの柱があり、さとやまへの
共感を呼ぶためのシンボルプロジェクトとして、｢廃校リノベーションプロジェクト｣、｢さとや
まソーシャルライド｣、｢さとやま未来展｣、｢さとやまスマイルランwithスマイルアフリカプロ
ジェクト」の四つのプロジェクトを立ち上げ、｢廃校リノベーションプロジェクト」において、
CFを活用することになった。

③　CFまでの経過

CFの対象となった「廃校リノベーションプロジェクト」は、世界的な建築家である隈研吾氏
の監修のもと、広島県の小さな田舎にある小学校の廃校舎など、一定の役割を終えた施設を、地
域に愛着を持つ人たちの手によって再び人が集い、新しいつながりが生まれる場に再生すること
を目的にしたプロジェクトである。
プロジェクトの背景として、少子化に伴う児童・生徒数の減少により、全国で毎年約500校が
廃校になる中、広島県においても、2002年から2015年度までの廃校数が237校あり、廃校数が全
国でも５番目に多いという状況があった。しかし、広島県は、廃校を役割を終えた価値のない建
物として捉えるのではなく、知恵と工夫で生かすことによって、新しい価値を創り出す可能性の
ある資源として前向きに捉え、広島に眠る廃校をみんなの居場所として、再生させることを目指
した。広島県の廃校リノベーションは、古い校舎をきれいな校舎に造り直すという単なる改修プ
ロジェクトではなく、地域に埋もれた資源にもう一度光を当てて、たくさんの人が関わりながら
新しい価値を造ることをめざすプロジェクトであり、活用方法を考えるワークショップやリノ
ベーションを体験できるDIYイベントを開催しながら進めたところに特徴がある。
2016年10月から、地域住民や地域外住民など、世代を超えて、熱意を持ったたくさんの人が集



｢クラウドファンディングによる地域活性化研究会」報告書

42 おおさか市町村職員研修研究センター

まり、施設の新しい活用方法を考えるためのワークショップを４回開催した。

リノベーションプロジェクト対象施設とワークショップ参加者

対　象　施　設

庄原市西城町 三原市大和町 江田島市沖美町

施　　　設 旧小鳥原小学校 旧和木小学校 旧沖保育園

構　　　造 木造２階建 RC造２階建 鉄骨平屋

面　　　積 624㎡ 1,949㎡ 延床603㎡

竣　　　工 昭和30年 平成６年 昭和48年

閉　　　校 平成19年 平成25年 平成18年

コンセプト 山々に囲まれた、木と竹の
学校へ

人々が集う木と和紙とデニ
ムの学校へ

海に囲まれた木と牡蠣の学
校へ

ワークショップ実績

第１回 32人 33人 34人

第２回 35人 25人 33人

第３回 28人 24人 32人

第４回 32人 31人 27人

そして、プロジェクトへの共感をさらに広範囲に広げるため、ワークショップやDIYイベント
に参加しなくても、全国の人がこのプロジェクトに「自分ごと」として参加できる方法を検討し
た結果、CFを選択した。
このように､“プロジェクトへの共感を得て支援者を拡大する”ための手段として、CFを採用
し、プロジェクトのPRと改修費用の一部の募集を開始した。
目標金額は、事業費のおよそ３分の１となる3,000万円に設定し、募集期間は、2016年12月19
日から2017年３月18日までの90日間に設定した。
プロジェクトの歳出予算は平成29年度予算に計上していることから、寄附型のAll－In方式を
採用した。また、個人の寄附金はふるさと納税の対象となるガバメントCFである。プラット
フォームは、社会的な案件を多く取り扱っている「Readyfor」を採用した。広島県庁における
初のCFである。
財源確保のための資金調達を主眼に置いた案件が多い中、担当部署が、プロジェクトの目的を
達成するための効果的な方策として、CFにたどり着いたところに特徴があると言える。

④　用意したリターン

プロジェクトの支援者には、5,000円から100万円までの支援額に応じたリターンを用意した。
ふるさと納税の返礼品でよく見られるような県内の特産物に加えて、リノベーション施設へ名前
入り下駄箱やプレートの設置、隈研吾氏による施設見学ツアーや特別授業、施設の１日貸切券、
オープニングイベントへの招待といった、プロジェクトとのつながりを感じることができるオリ
ジナルリターンを用意した。
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プロジェクトとのつながりを感じられるリターンの例

メニュー（支援額） 内　　　　　　　容

広島県をとにかく応援したい人向け
（10,000円）

●支援者の名前が入った下駄箱を設置
●HPに名前掲載
●未来博オリジナルバッジ
●リノベーション後の施設１校に名前掲載　等

あなたもさとやまを蘇らせるリー
ダーに！ローカルヒーロー育成講座
（50,000円）

● 指出一正さん（月刊『ソトコト』編集長)、山崎亮さん（studio-L
代表）による「ローカルヒーロー育成講座」への参加権
● 書籍『ぼくらは地方で幸せを見つける（ソトコト流ローカル再生
論)』（著者メッセージカード付）等

隈研吾さんとまわる、施設見学ツ
アー＆特別レクチャー
（100,000円）

●隈研吾さんとまわる、施設見学ツアー（隈研吾さんの解説つき）
●隈研吾さんからの特別授業
●オリジナル冊子（隈研吾さんのサイン入り）
●限定オープニングイベントに招待　等

特別プレートでお名前を掲載＆
スペース一日貸切権（300,000円）

●リノベーションした施設に特別プレートで名前掲載
●リノベーションした施設のスペースを一日貸切できる権利
●隈研吾さんとまわる、施設見学ツアー（隈研吾さん解説付き）
●隈研吾さんからの特別授業　等

⑤　CFの軌跡

　●低調なスタート

2016年12月19日に、隈研吾氏が１人目の支援者としてスタートしたCFは、担当者の予想に反
して低調で、プロジェクトに理解を示し応援していると言ってくれる人はいるものの、実際に寄
附をしてくれる人は伸び悩んでいた。同時期に同じプラットフォームで開始し、数日で目標額を
達成した他県のCFとは対照的に、90日間の受付期間のちょうど折り返し地点にあたる45日時点
で、支援金額262万円（目標達成率９％）という状況であった。

　●情報発信の強化

このような状況を打開するため、SNSを通じて、どうしてこのプロジェクトを実施したいのか、
どれだけ本気で取り組んでいるかという自分たちの想いを自分たちの言葉で情報発信することに
努めた。
また、リノベーション対象施設の卒業生やワークショップ参加者の地域に対する熱い想いや地
域外からの参加を呼びかけるメッセージや、地域の取り組みの紹介など、プロジェクトに携わる
関係者の素顔や具体的なエピソードを日常的にSNSで発信した。
そのほか、インターネットが得意ではない人やSNSでの情報発信では情報が届かない人へのア
プローチとして、インターネットサイトを経由せずに、直接、寄附金の振り込みを可能にする手
法を取り入れ、プロジェクトの紹介を兼ねた紙媒体の「支援申請書」を作成し、説明会で配付し、
支援を広く呼びかけた。
これらの取り組みが実を結び、受付期間の３分の２が経過した63日目時点で、支援金額が
1,500万円（目標達成率50％）に到達した。
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●応援ムードの高まり

終了まで１か月を切り、期限が迫ったこの時期から、支援者を中心とした応援ムードが少しず
つ高まってきたという。支援者から事務局に、｢友達にも拡散してみる」｢追加支援を行った」
「最後まであきらめないで」という内容のエールが寄せられた。１人でできることは限りがある
ので、周りを巻き込むことが大事だと担当者は話している。
応援ムードを高めるための取り組みとしては、支援者にプロジェクトが順調に進んでいること
を伝えるために、進捗状況をこまめに発信しフォローするほか、プロジェクトに関心のある人同
士が語り合える場として、SNS上で「ひろしま さとやま未来博2017～CFを盛り上げるさとやま
ピープルの集い～」を立ち上げた。グループには500人以上が登録したという。
これらの取り組みにより、受付終了まで２週間となった75日目時点で、支援金額2,292万円
（目標達成率76％）まで上昇した。
この頃には、周囲の反応も変化し、自分が支援したプロジェクトを成功させたいという思いか
ら、支援者が自ら情報発信に協力してくれるようになり、受付終了まで残り１週間に迫った82
日目時点で、支援金額3,215万円と目標を達
成し、ネクストゴールの3,500万円に向けて
チャレンジを行った。
終盤には、地域貢献に関心の高い地元企業
からの支援も得られ、一気に共感の輪が広が
り、最終日の90日時点では、支援総額39,405
千円（目標達成率128％）を獲得することが
できた。支援件数は、合計524件に達し、そ
の内訳は、県内の支援が374件（71％)、県外
からの支援が150件（29％）であった。

⑥　考　察

広島県のCFが成功した要因は、トップダウンによる資金調達を重視したものではなく、事務
局からのボトムアップによって、プロジェクトの理解者・協力者を増やすことに主眼を置いたこ
とではなかろうか。
地域住民を巻き込みながらPRし続けたことが目標達成の要因であると事務局職員は振り返っ
たように、受付期間の折り返し地点では、目標達成率９％という予想を下回り、また、同時期に
開始した他県の案件が数日で目標を達成するなど、プレッシャーや不安を感じる困難な状況が続
く中、決してあきらめることなく、協力者を増やすという当初の目的を達成するために、何が必
要かを考え、実行することができたのも、ボトムアップゆえ高いモチベーションを維持できたこ
とが一つの要因かもしれない。
前半は伸び悩んだが、事務局の努力が実を結び、徐々に支援者の心を掴み始め、終盤には、支
援者までが事務局と同様にプロジェクトを成功させたいという気持ちに変わった。そして、個人
の支援の積み重なりが、地域貢献に関心の高い地元企業にも伝わり、共感の輪が広がった。

広島県資料
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事務局職員が、今回のチャレンジで改修資金の一部に充てるお金とたくさんの応援メッセージ
と強い味方（仲間）を得られたと話していたように、約3,800万円という多額の寄附以上に、広
島県内の住民や広島県外の住民、地元の企業との関係性という、今後の中山間地域の地域づくり
を加速させることができる金額以上の大切なものを獲得できたのではないだろうか。
今回、多額の資金を調達できたことから、県庁内の他のプロジェクトにおいてもCFの活用に
向けた検討が進んでいる、あるいは、進める動きがあるかと思いきや、一部の部署から問い合わ
せがあったにとどまり、さとやまプロジェクトに続く案件はまだ無いということであった。事務
局としても、プロジェクト内容がCFにマッチするか否かによって判断するということで、やは
り単なる資金調達の手段として捉えていないところに、広島県の成功した理由があるように思う。

事例３　山口県宇部市役所

①　概　要

2016年度と2017年度において、宇部市では施設のリノベーションや施設を活用した事業等三つ
のプロジェクトにおいてCFを実施し、いずれも目標金額を達成している。全てのプロジェクト
はAll－In方式。

　ａ）ときわ公園テクノロジー×アート人材育成プロジェクト
デジタルアート集団“チームラボ”と協力し、宇部市とき
わ公園内に位置する植物園「ときわミュージアム」を舞台と
したテクノロジー・アート作品「グラフィティネイチャー－世
界を旅する植物に住まう生き物たち」を制作。全体の事業費お
よそ3,500万円の一部である100万円を目標額とし、実際には
1,203,000円が集まった。プロジェクトは2017年９月15日から
11月５日の間に実施され、会期中は特別にときわミュージアム
を夜間開場した。

　ｂ）ときわミュージアムリニューアルプロジェクト
ときわミュージアムのリニューアルの際に、プラントハンターの西畠清順氏のプロデュース
で、ミュージアムのシンボルツリーとして樹齢1000年のオリーブの木を植栽するプロジェクト。
事業費およそ1,000万円のうち100万円を目標額とし、実際には1,254,000円が集まった。とき
わミュージアムは2017年４月29日にリニューアルオープンし、その際にシンボルツリーも公開
された。

「グラフィティネイチャー 
　 －世界を旅する植物に住まう生
き物たち」事業の様子

図ａ
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CFでリニューアルを行った「ときわミュージアム」

シンボルツリーとして植栽され
た樹齢1000年のオリーブの木

図ｂ－１ 図ｂ－２

　ｃ）JR宇部線駅舎アートプロジェクト
JR宇部線の無人駅である「草江」駅を、アーティストの郷さとこ氏によるアートで彩り、
まちの活性化を図る狙い。アーティストが現地に滞在して作品の制作を行う「アーティスト・
イン・レジデンス」の方式を採用し、作家が宇部市に滞在して駅舎を装飾した。作家への報
酬・滞在費用等を含めた全体の事業費500,000円をCFの目標額とし、実際には547,000円が集
まった。

図ｃ－１、ｃ－２：アートで彩られたJR草江駅

図ｃ－１ 図ｃ－２

ａ、ｂのプロジェクトは、CF第１弾「ときわ公園の魅力アップのための２プロジェクト」
として、2016年10月20日から平成29年１月31日にかけて資金を募集。ｃのプロジェクトは、
2017年６月19日から８月31日にかけて資金募集を行った。ｃのプロジェクトは９月から実施す
ることが決定しており、その前の２か月間でCFを実施した。

②　CFまでの経過

宇部市のCFの担当課である政策企画課の担当者に話を伺い、実施にいたる経過等を調査した。
発端は市長からのトップダウンの指令で、とにかく何らかのプロジェクトでCFを実施する必
要がある、ということで政策企画課が全庁に照会をかけ、選定されたプロジェクトが①、②のと
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きわミュージアム関連の２事業であった。
寄附募集のプラットフォームについては、山口銀行を始めとした山口県内起業21社の共同出資
会社である「山口ソーシャルファイナンス株式会社」が管理する「KAIKA（開花)」というイ
ンターネット上のプラットフォームを利用。プラットフォームの利用手数料の支払い方法につい
て、｢KAIKA（開花)」は月額制で、定額を毎月支払うものである。集まった寄附額の何割かを
手数料として支払うシステムのプラットフォームが多い中、珍しい形態だといえる。
寄附の目標額については、現実的に集まりそうな金額で設定を行うこととし、対外的な説明の
しやすさも考慮し、およそ総事業費の1割で設定した。

③　用意したリターン

全てのプロジェクトにおいて、寄附額に応じた返礼品を準備している。リターンの内容として
は総じてプロジェクトに関連したものである。また、以下の返礼品の他、全てのプロジェクトに
おいて寄附者の名前を掲示する銘板を制作し、希望者は名前を掲示している。

④　返礼品一覧

ａ）ときわ公園テクノロジー×アート人材育成プロジェクト　返礼品

寄附額 内　　　　　　　　　容

１万円以上 ・テクノロジー×アート展入場券
・関連した記念品

ｂ）ときわミュージアムリニューアルプロジェクト　返礼品

寄附額 内　　　　　　　　　容

１万円以上 ・ときわミュージアム年間パスポート

ｃ）JR宇部線駅舎アートプロジェクト　返礼品一覧

寄附額 内　　　　　　　　　容

５千円 オリジナル草江駅キーホルダー

１万円 ・オリジナル草江駅キーホルダー、トートバッグ
・希望者のみ銘板に芳名記載

３万円
・オリジナル草江駅キーホルダー、トートバッグ
・郷さとこ氏デザインハンカチ１枚
・希望者のみ銘板に芳名記載

５万円
・オリジナル草江駅キーホルダー、トートバッグ
・郷さとこ氏デザイン京焼・清水焼の陶磁器ブランド735（ナナサンゴ）フリーカップ１個
・希望者のみ銘板に芳名記載

10万円

・オリジナル草江駅キーホルダー、トートバッグ
・郷さとこ氏デザイン京焼・清水焼の陶磁器ブランド735
　（ナナサンゴ）カップ＆ソーサー１組
・希望者のみ銘板に芳名記載
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⑤　CFの軌跡

当初はインターネットのプラットフォームのみで寄附の募集を行ったものの、寄附の集まりは
伸び悩んだ。期間の途中から政策企画課の窓口での受付を開始したり、宇部市出身で、就職等で
東京等に出た人々に周知を行うなど、様々な方法を模索していたところ、地元の新聞である宇部
日報にCFの取り組みみが取り上げられ、記事を見た市民の大口の寄附により目標金額を達成し
た、という経過があったようだ。そういった意味ではCFの本質からは少し外れたものであるか
もしれない。また、それを除いても、寄附者の内訳としては宇部市民や宇部市に何か縁のある方
が多かったようだ。
この二つのプロジェクトの後に企画を立てた③の駅舎アートプロジェクトは政策企画課の発案
であり、JRの協力も得て広報も行った結果、宇部市内外から幅広く寄附が集まった、とのこと
であった。

⑥　考　察

 宇部市の事例においては、チームラボやプラントハンターの西畠氏など、プロジェクトの目
玉としてネームバリューのあるものが据えられており、全てのプロジェクトにおいて目標額を達
成していることから、比較的スムーズに資金調達ができたのではないか、という想定を持った上
で視察に挑んだ。しかし、予想に反し、目標額達成のためには苦労していたことが判明し、イン
ターネットに掲載すればすぐに資金が集まるという単純なものでないことを改めて認識した。
今回の視察を受けて考察したことは、寄附を集めるにはどのようにすべきか、そしてCFとい
う手段を用いることの意味とは何なのか、の２点である。
まず寄附を集める方法について、インターネットで広く全国に寄附を募っても、結局は地元の
住民やまちに縁のある方の寄附が多かったという実態からも、｢そのプロジェクトが自分にとっ
て身近なことで、お金を出す価値がある」と捉えてもらうことが第一歩であろう。また、開始当
初インターネットのプラットフォームによる寄附募集のみでは思うように寄附が集まらず、期間
の途中で窓口での受付を開始したことが目標額達成の一因であるのではないか、という分析を担
当課の中でされているが、この場合、この地域のこのプロジェクトにとってはインターネットで
はなく窓口という手段での寄附受付がふさわしかった、とも言える。行政主体のCFだけではな
く、一般的なCFにも通ずることではあるが、まず寄附者のメインとなりうるターゲットの層を
想定し、ターゲットに対して最も訴求力の高いPR方法は何か、どういったプラットフォームを
使えばより効率的に寄附が集まるか、企画を打ち立てる段階でよく見極める必要がある。
次に、CFという手段を用いる意味を考える。CFは一般的にコストの削減のために資金を集め
るというイメージが強いが、特に「ときわ公園の魅力アップのための２プロジェクト」において
は、プロジェクトの費用総額と比較し、CFの目標額はかなり低くなっている。資金を集めたと
はいえ、資金調達のためにプラットフォームの利用料等諸々の費用と手間がかかっていることを
考慮すると、大きな収入を得られたとは言いがたい。結果的に資金調達の手段としての意味合い
が弱まったとすれば、あえて行政としてCFという手段を使う意味とはなんだろうか。筆者とし
てまだ答えは出せておらず、様々な課題はあるが、一つの事実としては、｢選択した何かの目的
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のために寄附をいただくことで、プロジェクトとして目に見える形で、頂いたお金を還元するこ
とが出来る」ということである。払ってはいるものの使途が見えにくい税金とは違い、何かはっ
きりした目的のためにお金を出すことで、そのプロジェクトや対象に愛着を持って頂くことにつ
ながるのではないか。

第３章　まとめ

１．視察を踏まえた所感・考察

本研究では、老朽化した施設を有効活用するための手段として、CFで資金を調達することが
適しているのか、また、それがどのようにまちの活性化につながったかについて、先進事例を視
察し、調査検討を行った。
まず、視察行った３つの事例全てに共通することとして、CFはただ単に資金を調達するため
だけの手段ではなく、実施する予定のプロジェクトにどれだけの賛同が得られるのか、いわば
プロジェクトの魅力を図るための重要なファクターとなっているが明らかになった。そのため、
CFで行うプロジェクトについては、住民にいかに還元できるか、どれだけ地元に愛着をもって
もらうことができるのかということを常に考えておく必要がある。
さらに、必要なことは、担当者の思いや熱意である。２章でも述べたように、CFは、ただ単
にプラットフォームに掲載しておくだけで資金を集められるわけではなく、ホームページやチラ
シなどでPRすることはもちろん、企業への営業活動や、新聞社、SNSを利用するなど、戦略的
な広報活動を行うことにより、プロジェクトの魅力が多くの人に拡散してはじめて達成できるも
のである。
以上から、老朽化した施設の有効活用について、CFでの資金調達は有効的な手段の一つでは
あるが、今までに述べたとおり、地域の人たちに愛着をもってもらえるようなプロジェクトで、
かつ、担当者の周りを巻き込んでいくための努力というのが絶対条件となる。
次に、CFがまちの活性化にどのような影響があるのかについて、まず一つ目は前述のとおり、
PRや魅力的な事業展開を通して、地域の人たちにまちへ愛着を持ってもらうことができる。こ
の愛着が、地域の人たちの定住促進や市政への参画、積極的なコミュニティ活動などを生み出し、
まちの発展、まちの活性化につながると考える。
また、２章で述べたように、豊岡劇場については、まちのシンボル的施設が復活し、映画を見
に来る来場者同士にコミュニティが生まれているとともに、今後、地元のクリエイターが集まる
ようなコミュニティスペースへと発展すれば、さらに、まちのにぎわいづくりの場となるだろう。
広島県の事例でも、一時は廃校へと追い込まれた学校で、ワークショップやリノベーション体
験といったプロジェクトを展開することで、学校に人が集まり、コミュニティが生まれ、まちの
活性化に一役買っていることが分かった。



｢クラウドファンディングによる地域活性化研究会」報告書

50 おおさか市町村職員研修研究センター

２．結びに

現在、新たな資金調達の手段として期待が高まっているCF。市場規模も右肩上がりで、地方
自治体でも取り入れるところが増えているが、どのようなプロジェクトに利用するか、地域の住
民に何を還元することができるのか、戦略的に、何よりも熱意をもって利用していく必要がある
ことを結語とする。
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第１章　はじめに

近年、｢地方創生」という言葉が頻繁に取り上げられ、地域活性化に取り組む地方自治体が増え
てきている中、その手段として、クラウドファンディング（以下、｢CF」という｡）に注目が集ま
りつつある。どのようにCFを活用すれば、地域活性化につなげることができるのか。
この課題に対して、様々な切り口が考えられる中、｢交流人口・活動人口・関係人口を増やすこ
とによって地域を活性化させたい」との想いから、われわれは観光班を結成し、研究を行った。観
光班の研究員共通の課題として、｢名物や特産品、観光資源に乏しい住宅都市」でどのようにCFを
活用した事業を行い、交流人口・活動人口・関係人口の増加につなげることができるか。
その研究の中で、誰もが知っている観光都市「神奈川県鎌倉市」と知名度の低い「茨城県城里
町」の視察を行った。知名度が高く、観光資源も豊富で観光客の多い観光都市「鎌倉市」が行う
CFと、日本一魅力のない県の、最も知名度の低い町を自負する「城里町」が行うCFの事例を中心
に研究することで、CFを活用し、｢交流人口・活動人口・関係人口の増加による地域活性化」を戦
略的に達成するための提案を行う。

第２章　神奈川県鎌倉市

１．鎌倉市の概要

鎌倉は、日本における古代から中世への転換期において日本で初めての武家政権を樹立し、都
市づくりがほぼ完成した1230年頃になると幕府は全盛期を迎え、政治、軍事、外交、文化などあ
らゆる面で日本の中心地となった｡（鎌倉市ホームページより）今日でも中世の社会を支えた繁
栄の歴史と華やかな文化を持つ鎌倉市は、第３期鎌倉市観光基本計画（平成28年度～平成37年
度）の基本理念において、｢鎌倉の持つ様々な魅力や価値が世界に誇る貴重な財産であることを
認識し、観光に携わるあらゆる主体が連携・協力して、誰もが『住んでよかった、訪れてよかっ
た』と思える熟成した観光都市を目指します｡」としており、｢地域ブランド調査2017＿魅力度上

観光班　研究報告

 河内長野市　総合政策部政策企画課　　松原　　徹

 四條畷市　教育委員会地域教育課　　大久保　章

 茨木市　企画財政部まち魅力発信課　　馬場　浩行

 枚方市　産業文化部産業文化政策課　　難波英太郎
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位100市町村ランキング｣（㈱ブランド総合研究所）では全国５位にランクインし、平成28年の延
入込観光客数は2,128万人を誇るなど全国有数の観光都市として栄えている。

２．CF事業実施の経緯とその内容

　⑴　｢かまくら想いプロジェクト」について

鎌倉市は、観光客として鎌倉市を訪れる人にも市の支援ができ、あらゆる人々の主体的な参
加意識を伴うまちづくりを実現することを目的として、観光振興（観光基盤整備）の取り組み
を着実に進捗するためCFを活用した事業を行うこととなった。また、地方自治法施行令第158
条の改正により、私人に徴収又は収納の事務を委託することができる歳入として寄附金が追加
されたことや、厳しい財政状況の中、市の財源のみで観光基盤の整備を充実することが年々困
難な状況にあったこともCF活用のきっかけとなり、全国で初めて地方自治体が主体となるCF
を活用し、観光基盤整備事業の寄附を募るに至った。
鎌倉市は、｢かまくら想いプロジェクト」として、｢鎌倉が好き｣、｢鎌倉を応援したい」とい
う思いを持つ鎌倉ファンをターゲットに寄附金を募り、市内10カ所に観光ルート板を新設す
るための事業を実施した。このプロジェクトは観光ルート板10基分にあたる100万円を、一口
１万円で100名から寄附を募るものである。寄附者に対しては寄附への返礼として、完成した
観光ルート板に名前を銘板にして取り付けるというものである。
この「かまくら想いプロジェクト」は平成25年度から平成27年度にかけて３度実施し、第一
弾は99万円、第二弾は67万円そして第三弾は29万円の寄附を集めた。

　⑵　｢鎌倉これあらた（維新)」について

｢かまくら想いプロジェクト」は第一弾から第三弾を行うにかけて寄附金が大幅に減少して
しまったが、これは数多くの地方自治体がCFの活用に取り組むようになったことと、同内容
のプロジェクトを続けてしまうことにより新鮮味に欠けたことが原因であると考えられる。
その課題を受けて、鎌倉市はプロジェクトの見直しを行った。幕末・維新期の鎌倉の歴史に
着目し、プロジェクトのターゲットを鎌倉の「歴史ファン」に定めて、鎌倉の逸話を紹介する
案内板を設置するためのCFを行うこととした。また同時に目標金額をより実現性の高い50万
円に設定するとともに、寄附金額も「1,000円｣、｢3,000円｣、｢10,000円」と多様化させること
で返礼の差別化を図り、寄附者のニーズに応えられるよう対応した。
この「鎌倉これあらた（維新)」は平成29年１月13日から２月28日まで寄附金を公募し、目
標金額50万円の90％以上にあたる471,000円の寄附金を集めることに成功した。

　⑶　プロジェクト成功の要因

実施したプロジェクトは鎌倉市全体としての観光基盤の整備事業であるが、CFを活用する
にあたっては、ターゲットを明確化することが重要である。設定したターゲットに対して適切
なコンテンツを提示することで共感を生み、寄附の増加につながることが成功の要因として挙
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げられる。実際に「鎌倉これあらた（維新)」では、｢歴史ファン」という新たなファン層に着
目したことで寄附を得ることができた。この度のCFの返礼はいずれも寄附者の名前が設置さ
れる案内板に刻まれるというものであり、これはターゲットである鎌倉ファンにとって非常に
好評であった。
また、CFを成功させるためには効果的なPRが必要不可欠であり、鎌倉市の広報媒体を活用
したことが効果的だった。市内広報としてチラシを作成し、市役所入口や支所、駅などに設置
していた。インターネット上での周知については、市ホームページやツイッターを活用したが、
CFはインターネットを通して寄附をするため、インターネット上での広報が直接的な寄附に
つながりやすい。しかし、紙媒体であっても市の関連施設等を巻き込んだ粘り強い周知により
「かまくら想いプロジェクト」はその目新しさが要因となって、新聞掲載などの広がりを持ち、
プロジェクトの成功につながった。

　⑷　今後の事業展開について

今後も引き続き観光基盤の整備に関するCFの実施を検討しており、寄附者の関心をそそる
ような案内板設置を予定している。
その他、CFを活用した駅前トイレの改修などを今後の実施検討としている。世界でも有名
な観光地鎌倉として綺麗なトイレにして欲しいという声がある中、トイレの改修は案内板設置
よりも膨大な費用がかかる上、寄附に対する返礼の決定も含めて、現状として事業の実現に向
けては課題を残している。

３．行政が主体となって行うCFの特徴

　⑴　CFの形式

寄附者の傾向としては鎌倉市民による寄附がおよそ50％なので、約半数が市外からの寄附と
なっている。寄附者へインターネット上でいくつかの質問をすることは可能であるが、CF事
業者（ジャパンギビング）も寄附者の名前（ペンネーム）とメールアドレス、クレジットカー
ド情報といった個人情報しか把握していないので、出身地や年齢といった詳細な分析は難しい。
鎌倉市が実施するCFの形式としては、目標金額達成の可否に関わらず集まった寄附金を
手にすることができるAll－In形式を取っている。地方自治体として一つの事業をする上では、
事前に予算化して行う必要があるので、地方自治体が主体となりCFを実施する際は、CFで集
められた寄附をプラスアルファとして事業に充てるという手法が最も適している。すなわち、
地方自治体が主体となるCFは、事業を実施するためのCFではなく、予算の負担を少なくする
手法としての活用が適している。

　⑵　庁内の手続き

鎌倉市は全国有数の観光地であるが、観光事業を通して鎌倉市民全体に恩恵を与えるのが難
しく、税金を観光事業に充てきれない側面がある。しかし、鎌倉市は市内及び市外に鎌倉を応
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援する「鎌倉ファン」が多数存在していることは従来より把握していたので、そういったファ
ンから広く寄附を集めるためにCFを活用した事業を実施した。事業実施当初はCF事業につい
て市役所としての仕様に沿うことができたのがジャパンギビングだけであったが、現在は仕様
に沿うCF事業者も増えたので、事業を開始するにあたってはホームページ上で仕様を公開し、
見積もり合わせをおこなった上で業者を決定している。｢鎌倉これあらた（維新)」の公募の際
には、｢鎌倉市観光施設整備事業寄附金収納代行業務委託仕様書」として最大目標金額を指定
し、委託内容、委託料等について仕様を行った。
歳入歳出予算の仕組みについては、CFの支援は「寄附金」として一般財源への歳入となる。
歳出は案内板の作成に係るものとCF事業者に支払う委託料（手数料）の二通りがある。
市が主体となりCF事業を実施するものであるが、鎌倉市は実施するにあたって条例や規則
を定めていない。事業実施の主体としては担当課である観光商工課が単独で行っているため、
庁内的な例規を定める必要はないと判断しており、実施にあたっては部長決裁による意思決定
を行っている。
鎌倉市のCF事業の位置づけとしては、あくまで市をPRするための広報事業であり、寄附金
が集まるのはその結果であるとしている。広報周知に注力すれば、情報が口コミにも広がり、
事業が広くPRされ市の認知度や好感度が増し、更なる「鎌倉ファン」獲得の一助となる。
案内板を設置する土地に関しては、市のものであったり県のものであったり様々だが、その
都度土地の利用書など書類を交わして事業を行っている。

　⑶　鎌倉のもうひとつのCF

鎌倉においてはカマコンバレーという鎌倉の事業者が「iikuni」というCFサイトを運営して
いる。こちらは「鎌倉地域に関わる全ての者に対し、情報技術を活用して地域づくり活性化に
直接または間接に寄与する事業を行い、各自が当事者意識をもった地域づくりを行うことに寄
与し、もって、鎌倉をはじめとした全国の各地域の活性化を増進させること」を目的に「地域
づくり活性化に関する事業、伝統文化・地域文化の振興に関する事業、地域活性化の支援及び
助言に関する事業」を行っている｡（iikuniホームページより）iikuniを通して防災・防犯やコ
ミュニティなどについて平成30年１月現在、13個のCFのプロジェクトが達成されており、合
計7,852,500円の支援を集めている。

第３章　茨城県城里町

１．城里町の概要

茨城県の西北部に位置し、南部は県庁所在地である水戸市及び笠間市と接し、北東部は那珂川を
境に常陸大宮市、那珂市と接しており、西部は栃木県茂木町に接している城里町は平成17年の平成
の大合併の際、旧常北町、旧桂村、旧七会村の１町２村が合併して誕生した人口２万人弱の小規模
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な地方自治体である。
東京都心から特急で90分ほどの水戸駅から車で30分ほどの距離にあり、町域の総面積は161.80㎢
で、約61％を森林が占めている。
町内にある藤井川ダム周辺にはキャンプ場などのアウトドア施設が整備され、夏休みには多くの
家族連れやキャンパーなどで賑わっている。またダム湖畔には町営の温泉保有施設「ホロルの湯」
があり、こちらも家族連れなどで賑わっている。
茨城県は「ブランド総合研究所」が発表する「地域ブランド調査」で2013年から2016年まで４年
連続で「魅力度ランキング」で最下位となった。そんな茨城県内の市町村知名度ランキングで３年
連続最下位となったのが、今回の研究対象である城里町である。
自らを「日本一知名度の低い町」と称する城里町が、地域資源である「農産物」と観光資源であ
る「藤井川ダム」を掛け合わせた「ダムカレー」を開発し、｢ホロルの湯」にあるレストランで販
売することで来訪者の増加を図り、地域を活性化させることが今回のCFによる資金調達の目的で
ある。
ちなみに「ダムカレー」とはダムをモチーフにしており、ごはんで堰提（せきてい）を、カレー
ルーで貯水池を表現しているカレーのことであり、全国的に広がりを見せている。
今回のCFは町内の唯一の高校「茨城県立水戸桜ノ牧高校常北校」と水戸市にある「私立常磐大
学｣、そして町役場という高大官連携プロジェクトによる地域活性化策の検討の中でスタートし、
結果的に目標金額120万円に対し138万円の資金を獲得することができた。
支援者の総数は143名であり、城里町内からは24名、町外から119名うち52名が茨木県外からの支
援である。
CFはその言葉どおり、広く支援を集める方法であるが、ここでは、この無名の小さな地方自治
体のCFがいかにして資金を獲得できたかについて、城里町役場の担当者であるまちづくり戦略課
の江幡氏と、地域おこし協力隊の瀬川氏、常磐大学の砂金准教授への取材結果をもとに述べていく。

２．高大官連携プロジェクト

　⑴　高大官連携プロジェクトの成り立ち

高大官連携プロジェクトの開始は平成27年度に町が地方版総合戦略を策定するにあたり、町
内に唯一ある高校「水戸桜ノ牧高校常北校」の生徒と人口減少対策と地域活性化をテーマにし
たワークショップを開催したことに遡る。
このワークショップが高校生による政策提言という形となり地元の新聞等に取り上げられた
ことから、取り組みを発展的なものにしたい高校の意向、特に大学と協働することで高校生の
進学意欲向上と具体的な事業の実現のため、水戸市にある常磐大学で政治学を研究している砂
金准教授のゼミにプロジェクトへの参加を依頼したことでスタートした。
翌平成28年度より地域資源の視察や研究、ワークショップなど具体的に事業実施に向け高校
生と大学生が六つの班に分かれて準備に取り掛かり、六つの案をアイデア発表会で披露した。
その中の一つが「農産物」と「ダム」という地域の特色を活かしたダムカレーの商品開発とい
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うアイデアであった。

　⑵　一つ目の成功のポイント

平成29年度に入り、アイデアをダムカレー１本に絞り、CFによる資金調達に動き出すが、
町は予算を全く持っておらず、全体の調整役と後方支援を担っており、実際のプロジェクト
オーナーは常磐大学の砂金ゼミが務めている点で、前述の鎌倉市が実施したCFとは異なる。
しかしながら、｢高校生・大学生が全面に出たこと」が今回の成功の一つ目のポイントであ
り、様々な場面で大きなメリットとなった。
例えば、プラットフォームは専属の担当者であるキュレーターが付くため学生達が初めて
CFを実施するにあたって心強いという理由で「Readyfor」に決定したが、キュレーターとの
協議開始は６月からであり、CFの実施は７月31日からと非常にタイトなスケジュールでのプ
ロジェクトスタートであった。
通常、地方自治体が事業を実施するとなると、プラットフォーム事業者の選定に時間がかか
り、今回のようなタイトなスケジュールへの対応は困難であることが多い。その点で大学がプ
ロジェクトオーナーであるメリットは大きかった。
また、通常、自治体が実施するCFでは目標金額に達しなくても資金を調達できる「All－
In」方式で募集され、地方自治体で既に予算化されているため事業実施はほぼ確約されている
のに対し、今回のCFは期間内に目標金額に達しない場合は集まった金額を受け取ることがで
きない「All or Nothing」方式で募集されている。
大学のゼミがオーナーであり、地方自治体が予算化していないこともあるが、｢All or 
Nothing」方式であれば、達成できないと事業ができないため関係者の危機感が高まったと城
里町役場の江幡氏は話している。
今回のプロジェクトは「高校生と大学生が全面に出た」ものであったが、高校生が全面に
出たCFは他の事例でも好成績を残している。例えば北海道夕張市の「～夕張高校魅力化プロ
ジェクト～」などは目標金額を大きく上回る支援を獲得しており、他にも高校生を主とした
CFは日本全国で実施されている。
一方で高校生との連携は、昼間の授業の間に会議を実施するなどの時間的制約や、今回のよ
うな長期のプロジェクトとなると学年が変わり、実際、年度当初などは「やらされ感」が強く
自発的な行動をさせるのが困難なこともあったようだ。
しかし、若者が持つ「注目を集める力」は非常に大きく、若い人たちが地域のために頑張っ
ている姿が共感を呼んだと常磐大学の砂金准教授は分析している。
こうした若者のひたむきさは二つ目のポイント「地道な活動」にも共通する。

３．身を結んだ地道な活動

　⑴　二つ目の成功のポイント

一般的なCFの傾向としては、開始直後に支援が伸びるパターンと、後半に伸びるパターン
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の二つに大きく分かれる。しかしながら今回のダムカレーの場合は、前半の支援が思うように
伸びず、後半での伸びも想定できない状況に、実際のところキュレーターは頭を抱えていたと
いう。
最終的には最後の３日間、特に１日前に急激に支援が伸び目標金額を達成したのであるが、
その影には学生たちの地道な活動があったと砂金准教授は話している。
キュレーターからは「関係者一人ひとりがメールやSNSを通じて知り合い100人に呼びかけ
てほしい。そのうち５人は支援してくれる」という主旨のアドバイスはもらっていたが、茨城
県の現状では若い世代でもSNSを使っていない人が多く、高齢者にいたってはインターネット
すら使ったことがない人がかなりいる状況であったので、インターネットベースの情報拡散は
限定的であり、実際にインターネットで情報を得て支援したのはダムマニア、あるいはCF自
体に関心がある方々であったと砂金准教授は分析している。
そんな中で学生たちがとった「地道な活動」とは、例えば学生が地域の祭りやイベントでの
ビラ配りや町内会の回覧にチラシを挟むといった身近なPR活動から、学生が主体となって県
庁をはじめ市町村役場や企業など100件以上を回ってプロジェクトの説明やチラシ配布の協力
依頼を行うなど広域にわたるものもあった。
｢各所での対応は最初やや冷たいものであったが、学生たちが地道に回るうちに理解者が増
え、自治体間などの『ヨコ』のネットワークでの情報拡散がされた。高校生・大学生の汗の量
がイコール集めることができた金額であるといっても過言ではない｡」と砂金准教授は話す。
また、地域おこし協力隊員として、城里町に移住して地域の活性化を担いながら今回のプロ
ジェクトにも関わっている瀬川氏も同様の意見として、CF成功の秘訣はプラットフォームや
Facebookを「毎日更新すること」であると述べている。
瀬川氏によれば、小さなことでも良いので毎日情報を更新している人は支援を集めやすく、
FacebookやTwitterなどで内容や対象者をピックアップして情報発信をし、その反応（閲覧
数）などを踏まえてプラットフォームを更新すると直接的な支援増加につながりやすいとイン
ターネットにおける「地道な活動」を推奨している。

　⑵　三つ目の成功のポイント

三つ目の成功のポイントは、メディアの力を活用できたことが挙げられる。砂金准教授に
よれば、｢茨城県内ではCFを使って地域おこしをするという方法論自体がまだ珍しく高校・大
学・役場が連携しての実施となると初めての試みであった。その意味で『第一走者のメリッ
ト』を活かすことができた。この方法論が一般的になったら、今回と同じアプローチは難し
い」との分析をしている。
つまり、今回の取り組みはメディアが取り上げやすい新しいものであった。実際、地元紙で
ある茨城新聞はダムカレーの試作の段階から記事として取り上げており、終了まで残り３週間
の段階で目標金額の２割程度にしか届いていないときも「城里『ダムカレー』ピンチ　期限ま
で３週間」という見出しの記事が掲載され、それによりサイトへのアクセス数が急増するなど、
取り組みが県内に広く知れ渡るきっかけにもなった。
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CFはインターネットを通じて日本中から資金を集めることができる仕組みではあるが、日
頃インターネットを使用しない層には取り組み自体を知る手段もない。その点、地元新聞で記
事になると、広く取り組みが知られることとなり、実際学生のモチベーションも上がったこと
であろう。
その後も茨城新聞では取り上げられることが多く、プロジェクト達成の際には「ダムカレー
作れる！資金達成　高校生・大学生ら『支援に感謝』」の記事や、常磐大学の学園祭で試作品
を販売した際にも記事として取り上げられている。

４．プロジェクト成功の最大要因

今まで述べてきた３つのポイント、｢高校生・大学生を全面に出す｣、｢地道な活動｣、｢メディア
の力を活かす」が融合することで今回の成果につながったことは間違いないが、われわれ地方自治
体職員が意識しておかなければならないことがある。
それは、砂金准教授が今回のプロジェクト成功の最大の要因として挙げられた「黒子役として奮
闘する地方自治体職員の存在」である。
プロジェクトに大学を誘ったのも、CFのアイデアを最初に出したのも江幡氏であり、学生たち
の県庁訪問の調整やメディアへの周知も江幡氏の功績とのことである。役場にとっては新しい取り
組みであるがゆえに役場内で孤軍奮闘されたようである。いくら学生達の想いがあっても、全体の
調整なくして一つのものは生まれない。また調整役とてしても地方自治体職員の熱い想いがなけれ
ば、周りを巻き込むことはできない。今回の事例はCFだけでなく、すべての業務において、自ら
のまちを良くしていこうという熱い想いを持つことが地域の活性化につながると今回思い知らされ
ることとなった。
城里町のCFは資金集めがゴールではない。今回リターンには、地域の魅力を詰め込んだ「ダム
カレー」を全国に発信していくことをシンデレラストーリーに重ね合わせて「カボチャコース」や
「魔法使いコース｣、｢ガラスの靴コース」などの名称がつけられており、一連のストーリーを綴っ
たオリジナル絵本や地元の農産物の他、ダムカレーの試食券や城里町の日帰りツアーなど城里町に
来訪してもらうことを目的にしたものも用意している。
現在は調達した資金で、地元の陶芸家と共にオリジナルの皿をデザインするなどプロジェクトは
進行しており、｢ダムカレー」の発売に向けた準備を進めている。
魅力的な「ダムカレー」を生み出し、町のPRの実現と、多くの人が「ダムカレー」を目当てに
町へ来訪し、町を活性化させる高校生・大学生、そして城里町の挑戦はまだ始まったばかりである。



研究成果報告

研
究
成
果
報
告

59おおさか市町村職員研修研究センター

第４章　CFの形態

　地方自治体がCFを行う場合、CFを行う事業やその目的によって大きく三つの方法に分かれる。
ここでは、｢地域の交流人口・活動人口・関係人口の増加」をテーマにCFを行うにあたって、それ
ぞれの特徴やメリット・デメリットについて述べる。

１．地方自治体単独でのガバメントクラウドファンディング

　ガバメントクラウドファンディング（以下、｢GCF」という｡）とは、地方自治体が行うCFの
ことで、全ての寄附がふるさと納税の対象となる。先に述べた鎌倉市の事例もこれにあたり、自
治体が単独でCFを行う際はこの形態となる。

　⑴　メリット

寄附者はふるさと納税と同じく税額控除を受けることができるため、寄附者にとっては通常
のCFよりもお得な節税制度である。また、平成28年度のCFの市場規模が約745億5,100万円で
あったことに対し、ふるさと納税の市場規模は約2,844億円となっており、CFの市場よりも遥
かに大きいふるさと納税の市場で寄附を募ることができるため、寄附が集まりやすい。

　⑵　デメリット

一方、地方自治体にとっては、域内在住者から寄附をもらっても、ふるさと納税と同様に
２千円を除いた金額が次年度の住民税から控除されるため、資金面ではあまりプラスにならず、
リターン次第ではマイナスになる場合もある。結果、自治体が行う事業は基本的に域内の問題
を解決するものであることに対し、GCFによって寄附を募るメインターゲットは域外在住者
となるが、基本的に多くの人は他地域のそのような事業に関心を持つことは少ない上、地方自
治体単独では広報力に限界があるため、幅広い展開が難しい。

　⑶　各自治体でどのように活用するか

自治体単独で行うため、担当課の負担が大きく、一つの課で行うのは年１～２回が限界と
思われる。｢交流人口・活動人口・関係人口の増加」をテーマに様々なGCFを行うのであれば、
それに適した事業を持っている課がそれぞれ行うべきである。ただし、自治体としてのプラッ
トフォームを選定するための主担課が契約を行い、庁内アドバイザーとなって事業担当課のサ
ポートを行うのが良いのではないだろうか。

　⑷　参考事例＜福井県鯖江市＞

福井県鯖江市は、市がCFプラットフォームであるFAAVOのエリアオーナー「FAAVOさ
ばえ」となり様々なCFを行っている。エリア内の個人が鯖江市の発展に寄与するような事業
でCFを行う際は、鯖江市がアドバイザーとなってサポートを行ったり、鯖江市の地場産業を
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鯖江ブランドとして確立させるためのGCFをＦ×Ｇ（エフバイジー）で行っている。

２．地方自治体と民間団体が協力して行うGCF

　地方自治体と地域の民間団体が協働で行う事業で、地方自治体が窓口となって寄附を募る場合
はこの形態。民間団体が運営主体となり、地方自治体は広報や資金集め主体となってGCFを行
う。

　⑴　メリット

民間団体にとって弱点となる広報力や、この事業は大丈夫なのか？という不安感を地方自治
体が補完し、民間団体がGCF及び事業の運営を行うという役割分担を行うことで、お互いの
弱点を補完し合うことができる。また、事業及びGCFの運営を民間団体が主体で行えば、地
方自治体の負担は軽くなるため、数多くのGCFを実施することができる。より多くの団体を
巻き込むことができれば、交流人口及び活動人口の増加につながり、地域全体が活性化する。

　⑵　デメリット

GCFは、地方自治体が税金で事業を行うという性格上、寄附金が目標金額に達しなくても
事業を実施する「All－In」形式であるため、寄附者の共感を得にくい。

　⑶　各自治体でどのように活用するか

地方自治体単独でなければできない事業以外は、民間団体と協働で事業及びGCFを実施す
ることが理想。民間団体に提案するだけでなく、参考事例で紹介する東京都墨田区のように、
｢交流人口及び活動人口の増加」につながる事業をテーマに域内の民間団体に公募をかけ、採
択した事業で自治体がGCFを行うことによって、地方自治体と事業者、団体が協力し、効果
的・戦略的に地域の活性化に取り組みたい。

　⑷　参考事例＜東京都墨田区＞

東京都墨田区では、｢すみだの夢応援助成事業」と題して、区内で実施する文化芸術活動や
地域力の向上に効果のある意欲的なプロジェクトを募集し、採択されたものに地方自治体が窓
口となって寄附を募るGCFを実施する事業を行っている。平成29年度は７団体が本事業の助
成団体として選ばれ、それぞれの事業が「ふるさとチョイス」ホームページに掲載されている。
緑の少ない墨田区に、江戸野菜と寺島なすの農園を復活させ、様々な人々が交流し、コミュ
ニケーションを図る場“たもんじ交流農園”を作る取り組みみや、｢音楽の力で人とまちを元
気に」プロジェクトと題して、多くの方に音楽に触れる機会を提供するため、公演の無料招待
を行う事業など、どれも墨田区の「文化芸術活動や地域力の向上」に寄与するものである。
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３．地方自治体と民間団体が協力して行うCF

　自治体と民間団体が協働で行う事業で、民間団体が窓口となって寄附を募る場合はこの形態。
事業及びCFともに民間団体が主体となり、自治体は後方支援を行う。先に述べた茨城県城里町
の事例はこれにあたる。

　⑴　メリット

GCFでは、自治体からプラットフォーム事業者へ寄附金額に応じて委託料を支払うための
予算を組む必要があるが、民間団体が主体となってCFを行えば、庁内調整やプラットフォー
ム事業者との契約及び予算を組む必要がないので、スピーディな事業の実施が可能となる。ま
た、｢All－In」形式ではなく、寄附金が目標金額に達しないと事業を行うことができない
「All or Nothing」形式を採用できるため、寄附者の共感を得やすい。

　⑵　デメリット

税額控除を受けることができない通常のCFであるため、寄附者の共感を得ることができな
ければ、よほど魅力的な事業でない限り寄附を集めることは難しい。

　⑶　各自治体でどのように活用するか

民間団体から地域活性化に繋がる事業のCF実施希望があれば、後方支援を積極的に行えば
よいが、産官学連携などによる事業のCFなど、自治体から積極的に提案を行いたい。より多
くの人を巻き込むことで、CF実施時には高い発信力となり、成功した暁にはより多くの人が
その事業へ愛着を持つことで、事業が成功に繋がるものと感じている。

　⑷　参考事例＜宮城県＞

本形態で実施された茨城県城里町の取り組みみは先に述べたので、ここではまた違った切り
口で地域活性化に取り組む事例を紹介する。
宮城県では、｢みやぎ食と農のクラウドファンディング」と題して、CFを活用し、地域活
性化を図る業務を国内最大のCFプラットフォーム「Readyfor」に委託することで、震災で被
害を受けた農家や事業者等を支援している。｢Readyfor」が地元事業者にセミナーを行うなど、
CF実施のためのサポートを行い、その取り組みを宮城県が全国に発信することで、事業者が
独自にマーケティング及び資金調達できるようになる。宮城県が広報を行い、県内の各事業者
が「Readyfor」のサポートを受け、それぞれCFを行う行政支援型となっている。
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第５章　まとめ

１．鎌倉市の事例から学ぶこと

鎌倉市における民間団体のCFについては、鎌倉市限定CFとして事業者らが参画するiikuniが
存在し、その中でイベント開催などのプロジェクトが行われており、支援金を集めながら交流人
口及び活動人口の増加に直接寄与し地域活性化を働きかけている。一方、鎌倉市が行う行政主体
のCFでは寄附金については過度に期待せず、あくまで市の取り組みに対する広報事業という位
置づけで行うことが適している。市が事業を行うという意味合いから、CFを活用する事業でも
予算化した上で実施するべきであると述べたが、その性質上、特定の地域を活性化させるという
よりも、基本的に市全体の利益のための事業実施となる。したがって、行政が主体となって行う
CFは、市が一つの観光基盤の整備事業を行うにあたってのAll－In形式を採用した「広報事業」
及びプラスアルファの寄附による「税外収入」という位置付けになる。
しかし、CFを実施する際のターゲットについては、漠然とするのではなく明確なものにし、
事業に対して共感を呼び寄附して良かったと思ってもらえるよう工夫を施さなければならない。
CFでないと出来ないことを意識した事業立案を行い、寄附者と同じひとつのグループとなって
盛り上げていく姿勢が必要である。
その結果として、直接的に交流人口及び活動人口の増加をもたらすものではないものの、全国
有数の観光地である鎌倉市が新しいことへのチャレンジとしてCFを行うことで、その取り組み
が全国的な広がりを持ち、プロジェクトに対する既存の「鎌倉ファン」の参画及び新たな「鎌倉
ファン」の獲得といった「関係人口」の増加をもたらすことができる。

２．城里町の事例から学ぶこと

一方、城里町は、鎌倉市のような観光地ではないため、町の名物として町への来訪のきっかけ
となる商品を作り出そうとした。
従来の商品開発では出来上がった商品そのものが注目されるケースがほとんどであるが、今回
の場合は学生によるCFが注目を浴びたことから、資金調達から商品を開発していくストーリー
が紹介でき、メディアにも何度も取り上げられた。その点からもCFを活用した効果はあったと
言える。
城里町のように観光資源となるべきものは持ち合わせているが、それを生かして交流人口や活
動人口、関係人口の増加につなげることができている自治体は正直多くない。
今回の取り組みは高校生や大学生を巻き込んだ形で独特のケミストリーが働いた部分もあり、
他の自治体で同様の取り組みをしても同様の成果を得ることはできないが、地域の活性化のため
にアイデアを絞り、新しいものを生み出していくスピリットはどの自治体でも真似ることができ
るのではないだろうか。
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３．CFを実施するには

ではここで、観光班の研究員共通の課題である「名物や特産品、観光資源に乏しい住宅都市」
でどのようにCFを活用した事業を行い、｢交流人口・活動人口・関係人口の増加」に繋げること
ができるかを述べる。

　⑴　CFに取り組む事業を決める

まずは、どのような事業をCFで実施するか。鎌倉市のように新たなファンの獲得を目指す
か、城里町のように名物を作るか、多くの人が参加できるようなイベントを実施するか、多く
の人が訪れるような施設を作るか､､､
ターゲットを考慮し、それぞれのまちに合った事業を行うことが大切である。それに加えて、
自治体としてCFに取り組む優先順位や、その事業は本当にCFに取り組む必要があるものなの
か、様々な視点から考えなければならない。

　⑵　CFの形態を決める

実施する事業が決まれば、その事業をどのように実施するか。交流人口及び関係人口を増や
すためだけであれば、第４章１～３で紹介したどの形態でもよいが、活動人口も増やしたいの
であれば、GCF・CFに関わらず、民間団体と協働で実施する方がよい。
地域を活性化させるためには、訪れる人を増やすだけでなく、地域のために活動してくれる
人を増やすことが必須である。CFを活用した地域活性化のためのCF事業を公募するか、既に
まちづくりに関わってくれている事業者に協働でのCF事業を提案するかなどにより、民間団
体を巻き込みたい。
GCFかCFかは、第４章で述べたとおり、それぞれのメリット・デメリットを勘案し、事業
者と決めたら良い。

　⑶　プラットフォームを決める

GCFかCFかが決まれば、プラットフォームを決める。数多くのプラットフォームが存在す
るが、取り扱う事業内容のジャンルなど、それぞれ特徴があるので、実施する事業に合わせ
てプラットフォームを決定する（各プラットフォームの特徴はここでは割愛)。GCFの場合は、
現時点では「ふるさとチョイス｣「F×G｣「Readyfor｣「ジャパンギビング」のみである。
GCFの場合、プラットフォームの選定には基本的にプロポーザルでの選定が必要となり、
CF実施までに時間がかかるため、早めの動き出しが必要である。予算準備としては、寄附に
よる歳入予算、寄附金額に応じてプラットフォームに支払う委託料、必要に合わせてCFの広
告料、チラシの印刷製本費、寄附者へのリターン及び事業実施のための歳出予算を組んでおく。

　⑷　CFの実施

CFでの目標金額やページ構成、寄附に対するリターンは契約したプラットフォームと相談
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して決定する。リターンは、その事業に関する特別なものやまちを訪れてもらえるようなもの、
またはまちの特産品等が良い。
CFが始まれば、寄附をしてもらうために積極的に活動する。広報誌やSNS、プレスリリー
ス、広告など、ターゲットに適したあらゆる手段を用いて寄附を募りたい。地域のイベントや
SNSなどで事業への想いを発信し、いかに共感を得ることができるか。ほとんどの人は、自分
の住んでいない地域の事業に関心を持たないため、共感を得ることができなければ寄附をして
もらうことは難しい。プラットフォームに事業を掲載し、片手間で運営するだけでは決して寄
附は集まらない。
いかに寄附者の共感を得て、応援してもらえるようになるか。応援をしてもらえるようなス
トーリーや取り組みが必要不可欠。｢高校生や大学生等学生が全面に出て頑張る｣「日々SNSで
事業への想いを発信する」など、地道な取り組みを行っていくことが大切である。民間団体
と協働でCFを行っていれば、より多くの人数で事業への想いを発信をすることができるため、
自治体単独のGCFに比べて何倍もの発信力となる。より多くの人に関わってもらい、応援し
てもらえる人が増えれば、今度はその人が発信してくれる､､､というような環境を目指したい。
CFを成功させるため、一緒に頑張ってくれる人をどれだけ増やすことができるか。これが
活動人口の増加に繋がり、CF成功のための大きな力となる。

　⑸　観光班が目指す地域活性化

域外からCFに関わってくれる人が増えれば「交流人口の増加｣、CFを一緒に頑張ってくれ
る人が増えれば「活動人口の増加｣、寄附をしてくれ、CFを通してまちに興味を持ってくれる
人が増えれば「関係人口の増加」につながる。
CFが成功すれば、関わった人は事業へ愛着を持つため、事業も成功しやすい。CFを活用し
た地域活性化事業は、CFの実施から始まっているのである。
というように、そのまちに合った地域活性化事業で戦略的にCFを行うことで、｢交流人口・
活動人口・関係人口の増加」を地域にもたらし、地域活性化の起爆剤とすることがわれわれ観
光班が目指す地域活性化である。

４．まとめ

最後に、視察と研究の結果から、今後われわれのような観光資源に乏しい自治体が参考にすべ
きポイントと、われわれ公務員が意識しておかなければならないポイントについて述べたい。
第２章で述べた鎌倉市は都心からも近く、市内に名所、旧跡を数多く持つ国内有数の観光都市
であり、他の自治体が同様の取り組みを真似たからといって成功できるものでもない。
また、第３章で述べた城里町の事例も「第１走者のメリット」を生かせた点が大きかったこと
から、同じアプローチでは厳しい。
しかし鎌倉市や城里町が行ってきた様々な取り組みはわれわれのような観光資源に乏しい自治
体だけでなく、すべての自治体に大いに参考になるものであった。
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その一つは「常に新しい視点を持つこと」である。前述のとおり鎌倉市は平成25年に地方自治
体が主体となってCFにより観光施設整備事業の資金を募った初めての自治体である。
平成25年の時点では国内CFの市場規模も現在よりはるかに小さく、昨今、都市間競争の激し
い「ふるさと納税」においても今よりはるかに小さい市場規模であり、自治体が寄附を募るとい
うこと自体が珍しい取り組みであった。
その点からしても鎌倉市の取り組みは「新しい視点」が成功をもたらしたものと言える。
同様に城里町も「新しい視点」としてCFを実施した。かつては地方の小さな自治体が広く全
国にPRを行う手段はイベントなどに限られており、継続して情報を発信し続けることは膨大な
費用を要した。
それがCFという仕組みを使えば全国に発信をし続けることができ、さらに取り組みが目を引
くものであればメディアに取り上げられるなど、自治体のPRとしては非常に効果的である。
ふるさと納税で有名な北海道上士幌町や、犬の殺処分ゼロを目指す取り組みをGCFで多くの
寄附を得ている広島県神石高原町などは、数年前では考えられないほどの成果と共に自治体の
PRに成功している事例と言える。
もう一つは「絶えず努力すること」ではないだろうか。
鎌倉市の事例では従来の「鎌倉ファン」を大事にし、｢歴史ファン」など新たなターゲットを
設定しながら新しい「鎌倉ファン」を増やそうと日夜努力していた。
城里町の事例では高校生や大学生のみならず、黒子役として奮闘する公務員がプロジェクトの
成功のために汗をかいて努力し続け資金調達に成功した。
CFというと、実行者も支援者もインターネット経由であることの利便性や簡易性が注目され
るデジタルな印象であるが、CFによる地域活性化を図るのであれば、われわれ公務員としては
「新しい視点」を持ち「絶えず努力すること」というアナログな部分を忘れてはならないことを
再認識した研究であった。
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第１章　はじめに

１．はじめに

地域主体のまちづくりについては、各地域で様々な取り組みがなされている。その際、取り組
みに必要な資金の確保、調達などが課題となることがしばしばある。従来は、それらの資金は地
方自治体の補助金などにより工面されるケースも見られたが、近年の厳しい財政状況の下、こう
した補助金などの予算確保も難しくなってきており、資金に関する課題は、さらに大きなものと
なっている。
こうした中、近年、インターネットを介し、一般の人から広く資金を集める仕組みであるクラ
ウドファンディング（以下、｢CF」という）が注目されており、まちづくりにおいての活用が提
案されている（1,2)。
本研究は、こうした背景を踏まえ、地域主体のまちづくりにおけるCFの活用について、その
あり方と地方自治体の関わり方についての論点を提起することを目的とする。

２．本研究の目的

本研究の目的については、端的に表現すれば前項末尾に記述したとおりであるが、本項では、
研究を進める上での問題意識と、その解決策としてのCFの活用への期待を述べるとともに、研
究の目的の設定の考え方を整理する。
地域主体のまちづくりでは、そのベースとなるハードは、私的財産であることも多い。例えば、
美しい街並みの維持・向上であれば個人の住宅などの建築物、良好な緑地の維持・保全であれば
私有地の樹木など、私有財産が維持・保全の対象となる場合が多い。例えば、観光地の商店街の
老朽化した店舗であれば、統一した街並み形成のために店舗の外観を整備したくても、所有者が
高齢で十分な資金が無い、ということもあるだろう。あるいは、地域のアイデンティティーの核
となっている古い町屋を保全・改修して活用する場合においても、所有者の協力の意思や、活用
のための有志による任意団体があったとしても、改修などに必要な資金が調達できない、といっ
たケースもある。

まちづくり班　研究報告

 八尾市　人権文化ふれあい部久宝寺出張所　　桑原　浩一

 吹田市　土木部総務交通室　　玉木　亮介

 箕面市　地域創造部箕面営業室　　松岡　由子
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一方で、上記のような事例は、実現すれば、私有財産の所有者だけでなく、地域住民などのほ
か、来街者も含め周囲の第三者にもメリットがあり、広く望まれている場合も少なくない。地域
外に熱烈なファンがいたりすることもあるだろう。
こうしたケースにおいて、CFは、私有財産の所有者以外から、広く第三者から資金を集める
ツールとしての活用が期待できる。
また、まちの魅力の源となる私的財産について、それが存在、維持するための費用は所有者が
負担し、便益は第三者も受けるという状況は、外部経済性があると言える。こうした観点からす
れば、CFは、第三者が費用を拠出できる機会を提供するツールとして捉えることもできる。地
域の価値、魅力を維持、向上させるためには、地域の関係者が課題を共有し、方向を同じくし、
フリーライダーを出さないような形で進めていく必要性が指摘されており、課題対応に必要な
資金を安定的に調達するためBID制度の導入が検討されることもある（3)。BID制度は、ルールの
下、エリアを区切り資金負担者を規定し、資金を徴収するのに対し、CFは、エリア外の人から
も、寄附などの形で支援者の「共感」のもと資金を集めることができる。
地域主体のまちづくりにおいては、近年、注目されるエリアマネジメントの考え方でも指摘
されるように、取り組みに対して住民などが主体的に関わる意識が重要である（4)。CFの活用は、
そのメリットとして、取り組み自体を広く社会にアピールし、人々を取り組みに巻き込みやすい
ことが挙げられている（5)。つまり、CFの活用は、まちづくりの取り組みについて、共感を募る
機会を生み、また、資金的支援という形での取り組みへの参加の機会を生み、取り組みのスパイ
ラルアップにつながることが期待できる。
本研究では、上記のような問題意識のもと、地域主体のまちづくりでのCF活用に期待できる
可能性に着目し、私的財産になされる公益性の高い事業の資金調達に係るCF活用の事例や、取
り組みを実施する中で現場の方々が感じられた問題点などを調査することで、地域主体のまちづ
くりにおけるCFの活用のあり方と地方自治体の関わり方についての論点を提起する。

第２章　調査について

１．調査概要

　地域主体のまちづくり、私的財産になされる公益性の高い事業へのCFの活用に着目し、
FAAVO宮崎、若草HUTTE、MUKASA－HUB、公益財団法人京都市景観まちづくりセンターの
４箇所を視察先に選定した。

　⑴　FAAVO宮崎（㈱サーチフィールド）

㈱サーチフィールドはFAAVO宮崎の地域オーナーであり、起案の支援などを行ってい
る。平成29年１月に宮崎市の若草通商店街内に㈱サーチフィールドのサテライトオフィス
「Wakakusa Offi  ce」を開設し、FAAVO宮崎のオフィスも移転した。
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これまでに支援した案件は、お店の設
備・改装、一次産業（希少野菜の保護）など
である。プロジェクトの中に一次産業に関す
ることがあるのはFAAVO宮崎の特徴とも思
われ、この理由は宮崎の産業構造で一次産業
の割合が多いことと考えられる。CFの相談
は20～30代が多い。支援面では、起案者が書
いてきた文章から目標を達成できるように構
成を考えたり、写真の撮り方を教えたりする
ことなどに苦労しているようだ。CFについて、マージンが抜かれるなどの否定的な意見もあ
るが、実行するリスクは低く、失敗してもPRになるので、とりあえずやってみることが大事。

　◆落書き消しからはじまる、みんなの若草通賑わい復活プロジェクト
　　プラットフォーム：FAAVO
　　募集期間：平成29年２月27日～平成29年３月30日
　　達成金額：632,000円（目標500,000円）
　　支援者数：99人
　　リターン：若草通商店街オリジナルグッズなど

　【事業概要】
商店街の入口看板の一番目立つところに、落書き
があることをオフィス開設の際に発見し、｢商店街
の顔とも言えるところになぜ落書きがあるのか」と
思い、落書き消しプロジェクトを実行。また、この
取り組みから、若草通をかつての活気あふれる商店
街にしていくことを、｢自分ごと化」してもらう第
一歩にもしてもらおうと考えていた。リターンに商
店街内にあるお店がデザイン監修の若草通オリジナ
ルグッズを入れ、商店街の協力を得ながら調達。
看板は商店街の所有物であるが、FAAVO宮崎も
商店街振興組合の会員であることと、CFで資金を
集めるため、商店街としての負担はないことから落書き消しプロジェクトに対し否定的な意見
もなく実施できることとなった。
今後は商店街からもプロジェクトが起案できるようになればいいと考えている。

　【所　感】
・事業を始めて11か月であるが、齋藤氏がFAAVO全体の運営責任者でもあることから、着実

FAAVO宮崎のオフィス

FAAVO宮崎のHPより
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に利用者を増やし、実績を積み上げている。CFが利用者にとってリスクが低いことは、資
金を集める手段として利用しやすく、制度の認知がもっと広がることにより、利用者と支援
者のパイが増えると思われる。
・利用者が資金を集めることができるように、文書や写真のポイントを教えることやチェック
に時間が取られており苦労がうかがえた。また、利用者の中にはCFをすれば、資金が勝手
に集まってくると誤解している人がいることから、正しい認識をしてもらう点も苦労してい
るようである。
・All In形式の起案者は、支援金を受けた分だけもらえるため、目標達成に対する意識が途中
で弱まり、達成率が低下する傾向があることが分かった。そのため、起案者の熱意によって
結果が変わると言える。
・FAAVOは、フェイスブックの「いいね」の数で、プラットフォームの掲載順が決まる。
よって、利用者がSNSを使えることが前提で、高齢者などSNSに不慣れな人は不利であり、
普段からSNSで情報を発信している人が、優位に働く傾向があることが分かった。
・落書き消しのような地域にとって良い影響を与えるプロジェクトは、支援者の応援を受けや
すいということが分かった。地元に住んでいる人だけでなく、県外在住の地元出身者などか
らも支援を受け、支援者を増やすことが、まちづくりをしていく上では重要な要素となる。
一方、公共物に手を加える取り組みは、許可などの手続きが必要となるため、住民が実行す
るとなるとハードルが高いと思われる。行政として、このハードルを下げるための取り組み
ができるか検討の余地はある。
・CFは、利用者の熱意に左右されるため、行政が制度を作ってハードルを下げるのは、難し
いと感じた。ただし、利用者と実行委員会のようなチームを作って、一緒にプロジェクトを
実施することで、利用者の手助けをするのが有効であると分かった。その方が、まちづくり
という意味では、住民と協働できるので一体感が生まれると感じた。

若草通りの様子

　⑵　若草ＨＵＴＴＥ

　　◆山を愛する兄弟がビルリノベーション！山と待ちを繋ぐコワーキングカフェを作る
　　　プラットフォーム：FAAVO
　　　募集期間：平成29年５月19日～平成29年６月20日
　　　達成金額：783,000円（目標500,000円）
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　　　支援者数：98人
　　　リターン：若草HUTTEで使えるチケットや美郷町農産物加工品など

　【事業概要】
宮崎市の若草通に「コワーキングスペース×デリ
カフェ×野菜直売所」が一体となったお店をつく
るプロジェクト。宮崎県美郷町で山師という仕事
をしている兄弟が山と街を繋ぐ拠点にしたいとの思
いで空きビルをリノベーション。若草HUTTEには
美郷町から毎朝直送される採れたて野菜や手作りの
お総菜が販売されている。また、カフェやコワーキ
ングスペースも兼ね備えていることから、様々な人
が交流することが期待される施設である。CFで集
まった資金により、カフェに設置する木のおもちゃ
（ボールプール）を購入。CFではレポートの更新
が大変と感じ、さらに、プロジェクトを公開してすぐに30万円ほど集まったが、募集期間の途
中で支援が止まったことが想定外であったそうだ。リターンには美郷町のものを活用し、町
のPRと地元にお金が入るように工夫した。お店のある若草通ではビルに面した通りが明るく
なったとの反応があり、美郷町では地方自治体と一緒に行う取り組みが増え、プロジェクトを
実施したことによりいい結果が出てきている。美郷町の商品を販売することで、町のPRには
なっていると思われるが、今後は美郷町まで足を運んでもらうようにしたい。

　【所　感】
・CFを成功させるには、SNSで地盤を固めておく必要がある。また、事業することが決まっ
ているということが、起案者のメンタル面での負担が少なく、たとえ目標達成に至らなかっ
たとしてもその影響は少ないということが分かった。加えて、仕事をしながらレポートを作
成するなど時間をかける事は、負担が大きいため、いかに効率よくするかが大切であると分
かった。
・支援金は、プロジェクト公開直後及び終盤に集まりやすく、中盤は停滞するという波がある
ことが分かった。そのため、起案者が中盤でメンタルが折れないよう、集まり方の流れを理
解することが目標達成につながると分かった。
・このプロジェクトは、地元をPRすることが目的の一つであり、支援者及び開店後のお客に
知ってもらうことができていることから、クラウドファウンディングのPR効果は大きいこ
とが分かった。これは、まちづくりという観点からも有益である。また、利用されていな
かったビルをリノベーションした二次的な効果として、店の前の通りが明るくなったという
ことは、街の防犯にもひと役買っている。他にも、このプロジェクトを実施したことで美郷
町と一緒に行う取り組みが増えたことも、いい結果として表れている。

FAAVO宮崎のHPより
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・地方自治体からの支援で、例えば町の防災無線を使ったPRなどがあれば使いたいとの意見
があったが、都市部の地方自治体にはハードルが高い気がする。支援の仕方としては、プロ
ジェクトを実施する際に市長が応援コメントをする、CFの運営会社と提携を行い、地方自
治体のホームページに情報を上げるという方法であれば、実現性があると感じた。

左：コワーキングスペースの様子
右：CFで購入した木のおもちゃ　

　⑶　MUKASA－HUB

　　◆廃校を再び学ぶ場所へ。｢みんなで創る」MUKASA－HUBプロジェクト
　　　プラットフォーム：FAAVO
　　　募集期間：平成29年１月11日～平成29年３月31日
　　　達成金額：2,694,000円（目標1,500,000円）
　　　支援者数：200人
　　　リターン：MUKASA-HUBで使えるチケット、九州パンケーキギフトセットなど

　【事業概要】
移転廃校した「旧宮崎市立穆佐小学校」は宮崎の
市街地から車で20分ほどのところにある。使われな
くなった小学校をもう一度たくさんの笑顔であふれ
る場所に蘇らせたいとの思いで、地域密着型のコ
ワーキングラウンジ及びシェアオフィスの機能を
持つMUKASA－HUBへと改装。このMUKASA－
HUBのPRの一環としてCFを活用。地域への共感を
広める意図もあった。PRが目的であったため、リ
ターンを充実させ、九州パンケーキ（MUKASA－
HUBを運営する有限会社一平が取り扱う商品）の
ギフトセットやMUKASA－HUBの利用券などとし
た。MUKASA－HUBオープン後は、イベントやセミナーも実施し、懇親会で参加者のつなが
りができ、仕事に発展するケースが見られている。また、周辺住民からは、一度静かになった
校舎に再び人が集まるのは嬉しいとの反応があった。

FAAVO宮崎のHPより
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　【所　感】
・CFにより集めた資金で何かを整備する、購入するという考えではなく、PR手法の一つとし
て事業を実施されていた。新たなファンづくりや地元へのPRのためと割り切った使い方も
あることを学んだ。また、PR手法の一つということから、お礼の品についても、通例の１
～10％よりかなり高めの設定となっているようである。
・地方自治体に求めることとして、プロジェクトの広報とCFについての勉強会の実施を挙げ
られていた。若者に対しては、プラットフォームやSNSを通じてCFや個々のプロジェクト
について知ってもらうことはできるが、高齢者に対してのPRが弱いということから、地方
自治体のもつ広報力が使えると考えられる。公共性の高いプロジェクトや地方自治体が関係
するプロジェクトについては、地方自治体も積極的に広報できればよいと感じた。

MUKASA－HUB内部
（CF支援者の一部は施設内でパネル掲示されています）

　⑷　京都市景観・まちづくりセンター

京都市景観・まちづくりセンターは、市民・企業・行政によるパートナーシップのまちづく
りを推進し、京都らしい景観の保全・創造、質の高い住環境の形成などに取り組んでいる。ま
た、まちづくりの主体である住民の自主的な活動を支援し、まちづくり活動の拠点として誰で
も利用できる施設であり、まちづくりに関するさまざまな情報を受発信している。
同センターでは、投資型CFを活用した「京町家まちづくりクラウドファンディング支援事
業（以下、｢京町家CF支援事業」という｡)」も実施しており、本研究ではこれについて調査し
た。

　＜京町家CF支援事業について＞
　【事業概要】
　　京町家CF支援事業の事業スキーム図は下記のとおりである。
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京町家まちづくりクラウドファンディング支援事業（事業スキーム図)

・京町家CF支援事業は、京町家を改修、活用して事業を実施するにあたり、投資型CFの仕組
みを利用して改修費用を調達する事業者（以下、｢京町家活用事業者」という｡）に対し、資
金面での支援を行うもの。
・京町家CF支援事業におけるCFの運営については、公募により選定したミュージックセキュ
リティーズ株式会社（以下「指定事業者」という｡）が担う。
・投資型CFであるため、事業により収益があった場合は、これを投資家に配分する必要があ
り、期間は３年間である。

　京都市景観・まちづくりセンターによる支援内容は下記の２点となる。
　　■初期費用負担
　　　・ファンド組成に伴って必要となる費用の負担。上限100万円。
　　■支援投資

・CFの募集期間中に募集目標額を調達できなかったが、募集目標額の２分の１以上を集め
ることができた場合、残額を財団がCFを通じて投資する。上限300万円。
・「初期費用負担」分は返済の必要が無いのに対し、｢支援投資」分は他の出資者と同様に、
収益の分配を行う必要がある。
※ファンド運用期間中のファンド運営経費（資金調達額の２％／年)、事業の監査経費（108
千円／年）は、支援の対象となっていない。

　平成28年度から本事業を実施しているが、実績としては下記の１件のみ。

　◆京都　現代京町家「藏や」ファンド　伝統的な京町家を未来にのこしていくために
　　プラットフォーム：ミュージックセキュリティーズ
　　募集期間：平成28年10月28日～平成29年１月31日
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　　募集総額：6,300,000円
　　支援者数：66人
　　投資家特典：蔵やで和文化体験など
　　状　　況：ファンド運用中

　【事業概要】
　事業を実施した「藏や　南聖町」は大正時代築の
京町家を一棟貸しの旅館に改修したもので、錫工芸
の工房を併設した職住一体の場として機能していた
京町家の文化を継承したものである。
改修などに要した総事業費の一部の600万円を京町
家CF支援事業で調達したが、資金はスムーズに全
額集まったため、財団による「支援投資」は行われ
なかった。

改修後の外観と内部

　【所　感】
・制度活用の１例目であり、様々なところに取り上げられるなどPR面ではメリットがあった
が、投資型であるため、ファンド活用、運用に手間がかかり、また、経費も負担となるなど、
問題点もあったと思われる。
・京町家CF支援事業は、敢えて投資型としているが、購入型などとすれば、多数の事例が生
まれると思う。
・京都という魅力の高いまちであるため、京町家を旅館として活用したい事業者は非常に多い
が、金融機関からの融資も得られやすいと思われ、敢えて投資型CFを用いる必要性も小さ
く、他の地域であれば、違った状況となるのではないか。
・市中金利など、金融事情が変われば、本事業の活用状況が変わると思われる。
・投資型など、公共が収益事業に関わることについては、その必要性の是非も含め様々な議論
があると思われる。

改修前の外観
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２．調査から得られた論点

　ここでは本調査から得られたCF活用時における検討すべき論点について述べたい。

　⑴　CFはお金を集めるツールであり、集まるツールではない

CFでお金を集めようとする人の中には、プラットフォームにプロジェクトを起案すれば勝
手にお金が集まってくる、つまりCFはお金が集まるツールであると勘違いしている人もいる
ようだが、プラットフォームに起案されたプロジェクト全てが目標金額を達成したわけではな
いので、もちろんCFはお金が集まるツールではない。目標金額を集めるためには、公開ペー
ジの作り込みと公開後のレポート更新が必要となる。公開ページはより多くの人に見てもらい、
共感してもらう必要があるので、写真や文章を工夫することとなる。これらはプラットフォー
ム運営会社の担当者が見て、アドバイスしたりするが、何度も文章の構成を考え直したり、写
真を撮り直したりすることとなる。レポートに関しても毎日更新する必要はないが、更新頻度
が高いプロジェクトの方が目標金額を達成しやすい傾向があるようだ。
また、CFで集めたお金は全てを事業に充てることはできない。プラットフォーム運営会社
に支払う手数料とリターンの費用がかかる。手数料は利用するプラットフォームによって異な
るが、集まった額に対して10～20％程である。リターンにかかる費用は起案者で設定できるが、
１口１・３・５・10％程度で設定することが多いようだ。つまり、100万円集めても、手元に
残り、事業に使える資金は、約75万円となる。
CFはお金を集めて事業を実施するだけでなく、リターンを発送する作業が発生する。支援
者からリターンが届かないと問い合わせがあったり、登録している住所に届かず戻ってきたり
するなどのトラブルもある。どの事業者も意外にリターンの発送に手間をとられたようである。
CFはお金が集まるツールではないので、プラットフォームを通じた支援だけにこだわる必
要はないと考えられる。インターネットやパソコン、スマホの操作が苦手な方には、店頭など
で直接支援金を受け取り、代わりに手続きを行うという方法も考えられる。つまり、実施する
プロジェクトのターゲットを明確にし、ネットだけでいいのか、店頭（窓口など）でも受けた
方が有効か見極めることも重要かもしれない。
CFはお金が勝手に集まってくる訳ではなく、手間も掛かるし、集めるための努力も必要で
ある。

　⑵　CFの活用による情報発信

今回調査を行った事例では、PRを主たる狙いとする起案者が多かった。京都の事例では、
京都市景観・まちづくりセンターが実施する投資型のCF事業であること、さらにその１例目
ということで多くの取材がありPRになったと考えられる。
ただ事業を実施するだけでは、これまでも一緒に事業を実施してきた方や関係者と今までど
おり事業を実施するだけになる可能性が高い。CFを実施することで、これまでとは異なるCF
のプラットフォームからの情報発信ができる。そのことにより今まで関わりのなかった方々、
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関心のある人たちを巻き込む効果が期待できる。
CFのプラットフォームは募集期間が終わっても個々のプロジェクトページを削除せず、そ
のまま掲載しているケースが多い。資金が集まった後、実際に事業を行った様子を支援者への
報告としてレポートを更新しているものもある。募集期間終了後もプラットフォームに掲載さ
れることで、お店や事業についてのホームページを持っていない場合も、インターネット検索
に引っかかるので、この点についてもPR効果があると思われる。

　⑶　CF活用に伴うその他のメリット

資金が集められること及びPR以外のCFを実施するメリットとして、｢巻き込み｣、｢マーケ
ティング｣、｢人材育成」が挙げられる。
巻き込みであるが、これはリターンの工夫が重要と考える。リターンを地域の農家や商店か
ら仕入れることで地域にお金が落ち、その地域の特産や地域の方しか知らない名品などのPR
になると思われる。また、地域のものを仕入れることで、地域の方に事業やCFについて関心
を持ってもらうきっかけになるかもしれない。全く関わりのない状況では、周りの人も何か
やっている程度の認識しかないかもしれないが、リターンで自分のところの商品が使われると
なると、事業やCFについて関心や興味を示す方も増えてくるのではないかと考えられる。
CFにはAll－In形式とAll or Nothing形式が存在するが、All or nothig形式では、目標金額に
達成しない場合、資金が手に入らない。これは事業に対しての支持が問えることになる。特に
新しい商品を作りたい、その商品を作るための資金を得たいということでCFを実施する場合
は、その商品を欲しいと思った人が支援することになるので、まさしくマーケティングとなる。
人材育成とは、CFでの資金調達やその後の事業実施を含め起案者が成長することである。
プラットフォームにプロジェクトを起案するにあたり、写真の撮り方や文章作成の力がつく。
さらに起案したら終わりではなく、目標金額を達成させるためには、レポートの定期的な更新
が必要である。調査先の中には、募集期間中、どのタイミングでどのような内容のレポートを
掲載するかを起案時に計画していた方もいたので、スケジュールを立て、こなしていくことを
実践したこととなる。このように様々なことを実施していくことで、いろんなスキルが身につ
き、人として成長することになるという感想が聞かれた。

　⑷　CF活用に伴うリスク・デメリット

前述したとおり、CFはお金が集まるツールではなく、お金を集めるツールのため、目標金
額まで資金が集まらないこともある。集まらなければ、予定していた事業ができず、起案者が
精神的に参ってしまったという事例も聞かれた。また、どんなに実行したい事業であっても、
一度集まらなかった事業については、同じ内容で再度プロジェクトを起案することは難しいと
思われる。しかし、一度目で何が悪かったのか、どこを変えると共感が得やすくなるのかなど
をきちんと分析すれば、再チャレンジも可能であるし、事業のブラッシュアップにもつながる
だろう。
精神的なダメージを少なくするためにも、お金の集まり方には波があるということを理解し
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てからCFを実施するべきである。まずプロジェクトを起案した際に、それなりの金額が集ま
る。最初の集まる期間を過ぎると、金額がなかなか伸びないことや微増が続くことが多い。そ
して、募集期間の締め切り前に、再度金額が増えるという流れになっていることが多いようだ。
つまり、中だるみの期間があることを知っておいたほうが良いと考えられる。さらに、この中
だるみ期間でレポートの更新やプロジェクトのPRを効果的に実施すると、金額がなかなか伸
びないという状況を改善できるという声が聞かれた。

支援の集まり方（イメージ)

CFはレポートの更新やリターンのやりとりなど意外に手間がかかることは前述したとおり
であるが、手続きや時間もかかることがデメリットとして挙げられる。CFを活用して資金を
集めたいと思ったら、まずプラットフォーム運営会社に相談に行き、どのような事業をするか
説明し、審査を受ける。その後プラットフォームに掲載するページの作成やプラットフォーム
運営会社との契約手続きなどを経て、プラットフォームにプロジェクトが公開される。あるプ
ラットフォーム運営会社では、プロジェクトをプラットフォームに掲載する場合、通常約３～
４週間の時間がかかるようだ。そして、募集期間はプロジェクトにより様々であるが10～90日
間となる。つまりCFを実施しようと動き始めてから実際にお金を手にするまで、少なくとも
１か月くらいはかかることになる。募集期間を長くすれば、それだけ資金を得るまでに時間が
かかるということである。イベントなどは募集期間に資金を使わずにできるイベントの準備な
どがあるため、資金獲得までに時間がかかっても良いかもしれない。しかし、家賃などランニ
ングコストが既にかかっているものにプラスして資金が集まる時間を待つ必要がある事例には
不向きというか、待っている間に余計なコストがさらにかかってしまうというデメリットが発
生するかもしれない。
これらの手続きなどの手間、準備期間や募集期間などの時間がかかることを念頭に置き、
CFで資金を集めることが合った事業なのかを考えてから、CFを実施するべきである。
CFはデメリットやリスクが全くないわけではない。しかし、失敗しても借金が残るわけで
はなく、金銭的なリスクが低いと思われるので、やってみるべきとの声もあった。
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　⑸　収益事業、企業活動に対して地方自治体がどこまで関われるか

京都市景観・まちづくりセンターが実施する京町家CF支援事業では、京都市及び一般財団
法人民間都市開発推進機構より補助（助成）があり、それらを基金として積み立てて運営して
いる状況である。京都市景観・まちづくりセンターでも、投資事業に関わることに対して慎重
な意見はあったそうだ。このように公的な資金を民間の収益事業や投資事業に対して補助して
良いのかという議論は尽きないと思われる。地方自治体が特定の企業や事業などに対して補助
金などを支出する際は、やはり議会などへの説明が必須であり、みんなが納得するような支援
理由が必要となってくるであろう。
資金的な支援を行わない場合でも、PRなどで地方自治体が関わることはできると思われる
が、地方自治体に関係があるプロジェクト全てに関わることは難しいだろう。そのため、どの
ような事業であれば、どのような支援ができるかを整理する必要がある。

第３章　地方自治体としての支援策

　今回の調査では、元々事業をすることが決まっている起案者が、プロジェクトの情報発信を目的
の一つとしてCFを利用していた。また、起案者は、プロジェクト実施以前から、SNSによる情報
発信に長けており、支援者へのアプローチがスムーズにできていた印象がある。加えて、宮崎の事
例に関しては、CFの運営者とつながりがあったことも、プロジェクトをする上では実行しやすい
環境であったのかもしれない。一方、京都の事例では、プロジェクト実施の初期必要経費の負担や
目標達成に至らなくても、募集金額の２分の１以上の金額が集まれば、不足分を補うという支援が
あるものの、投資型CFのため、匿名組合契約の営業者になれることなどの条件やCF利用までの手
続きや審査に時間がかかる事でスピード感が失われ、利用者のハードルやリスクが高くなる状況が
うかがえた。
　そうすると、起案者のCF利用の環境や意識次第で目標達成は可能であり、逆に地方自治体など
公的機関の支援を利用する事でスピード感が失われ、起案者の計画に遅れがでてくる可能性がある
ため、地方自治体など公的機関による支援の必要性があるのか疑念が浮かび上がってきた。そこで、
地方自治体などによる支援の意義について検討したい。

１．広報支援

今回の調査からは、情報発信という点において、SNS利用者に対してはできても、それ以外の
人に対してはなかなか行き届かないという実状がうかがえた。調査先の中からも、SNSによる
情報発信には問題ないが、高齢者などSNSを利用していない人達への情報発信ができず、地方自
治体としてCFの広報支援があれば良いという意見もあった。CFの成功条件の一つとして、プロ
ジェクトをいかに多くの人に知ってもらえるかというハードルがある。また、起案者としては、
幅広い年齢層にプロジェクトを知ってもらいたいという思いがある。そこで、地方自治体による
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広報支援の意義を検討したい。
地方自治体の広報手段としては、市政だよりなどの地方自治体発行の広報紙が大きな役割を占
めており、他には地域へのチラシ回覧、地方自治体情報発信掲示板へのポスター掲示のアナログ
な手法の他、地方自治体HPやフェイスブック、ツイッターなどのSNSがあり、住民の多くはこ
こから地方自治体の情報を得ている。これらの媒体にCFの情報を載せることは可能である。
一方で、民間による情報発信も可能である。起案者自らSNSを通じで情報発信することやプロ
ジェクトについて、新聞やTVなどマスコミが取り上げて紹介することである。また、近年、新
聞社がCFのサイト（例：朝日新聞社による「A－port」）を運営しており、情報発信力を活か
した取り組みをしている。インターネットの普及により、新聞の購読者が減少傾向にあるとは言
え、まだまだ新聞による情報発信の影響力は大きい。
新聞社という情報発信力のある企業がCFのサイト運営をすれば、地方自治体などの出番はあ
るのであろうか。
地方自治体としてできる支援の方法として、CFのサイト運営会社と業務提携を行う方法が挙
げられる。
神戸市中央区は、合同会社リアルアシスト（「CAMPFIRE×LOCAL×HYOGO」を運営）と
平成29年８月１日に協定を結び、支援対象者を市内に在住・在勤している者（個人）または市内
に事務所などをもつ団体（注１）とし、中央区内の地域活性化や地域課題の解決につながるプロ
ジェクト10件程度の支援申込を平成29年８月に募集した。
広報支援の内容は、区HP上や広報紙「中央」の紙面上にプロジェクトを掲載するなどである。
12月の広報紙「中央」には、８月に募集した６件のプロジェクトが掲載された。
広報紙に載せるメリットは、SNSの利用割合が低い高齢者などに対してプロジェクトを目にし
てもらえることである。また、紙媒体だけでなく、HPにも掲載されているため、幅広い年齢層
に知ってもらえる機会が増えて、有効な手段と考える。
では、民間との関係はどうであろうか。新聞社も自ら運営するCFサイトのプロジェクトを新
聞に載せることはできる。しかし、様々な情報を発信することを事業の生業としていることから、
他のCF運営会社が扱っているプロジェクトに魅力があれば、紹介することはやぶさかではない
であろう。地方自治体などが情報発信することは、マスコミの目にも届く可能性を広げる役割も
あり、そのことによりプロジェクトのインフルエンサーが現れるかもしれない。CFの情報発信
に関しては、プロジェクトを万人に知ってもらうことが重要な要素であり、民間のみならず、地
方自治体などが情報発信することで、より多くの人に知ってもらえる可能性があり、地方自治体
などが広報支援する意義は充分にある。　
なお、神戸市中央区はCFの成功の鍵となるSNS利用者に対しては、Facebookの「神戸市中央
区クラウドファンディング活用支援広報ページ」でプロジェクトの更新情報などを発信している。
神戸市中央区の取り組みは、まだ始まったばかりであるが、CFの広報支援の仕方について今後
の参考になると期待できる（６,７)。

注１：営利を目的としない団体に限る、また、個人的な案件は対象外
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注２：プロジェクトのリリース時期により、掲載できない可能性もある

２．普及啓発

CFに関して、総務省「平成28年版情報通信白書」に「CFの認知度｣（図１）と「CFの利用
率・利用意向｣（図２）に関する回答が紹介されている。
｢CFの認知度」について日本では、30代が最も高く（66.5％)、続いて20代（49.8％)、40代
（53％)、50代（45％)、60代（30％）となっている。｢CFの利用率・利用意向」についても、30
代が最も高く（36％)、続いて20代（27.5％)、40代（22％)、50代（10％)、60代（10％）となっ
ている（８)。
一方で、総務省「平成28年版情報通信白書」の「年代別のSNS利用率｣（図３）を見ると、30
代が最も高く、40代、50代、60代の順と同じような流れになっている（利用率の統計が20代以下
となっているので20代の比較は除外)。このことから、CF普及とSNS利用との関連性が読み取れ
る。
また、｢CFの認知度」は、他の国と比較すると日本は５割程度で一番低い数字である。つまり、
日本においてCFはまだ発展途中であり、地方自治体が普及促進の支援をする意義はあると考え
る（９)。
普及啓発の方法としては、セミナーが挙げられる。
まちづくりに関するCFのセミナーの事例として、前項で紹介した神戸市中央区が、｢プロジェ
クト実施支援」として、８月に募集した申込者に対して、区が契約したコンサルタントによる
「プロジェクトのみせ方｣「リターンの考え方｣「広報のしかた」などのワークショップを開催し
ている。
この種のセミナーは、１回のみで、CFの紹介で終わるものが多いが、複数回行い、実際プロ
ジェクトを起案する内容であれば、CFの利用者に対して密な支援ができる。特に、CFサイト運
営側が苦労する、起案者が作るプロジェクトの説明を支援者に響く書き方や、プラットフォーム
に載せる写真の魅力的な撮り方・見せ方などについて、セミナーを通して起案者に支援できるこ
とは意義がある。
総務省「平成27年版情報通信白書」によると、｢SNS利用者に拡散する情報の基準を尋ねたと
ころ、『内容に共感したかどうか』が46.2%で最も多く、『内容が面白いかどうか』が40.4%でこ
れに続く｡」とある。つまり、プロジェクトの魅力がうまく伝われば、SNSの利用者による拡散
が期待できると言えるであろう。
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(図１）CFの認知度 (図２）CFの利用率・利用意向

(図３）SNSの年代別利用率（カッコ内は実名利用率)

(図４）情報拡散の基準
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３．経費補助

地方自治体が経費補助をすることの意義について、検討する。
はじめに、地方自治体がプラットフォームを運営することで、起案者が支払う手数料が少なく
なる方法について検討する。福井県鯖江市が行なっている「FAAVOさばえ」の事例である。手
数料は、平成28年にCAMPFIREが引き下げをした（20％から５％〈現在は８％、別途、決済手
数料５％〉）事例があるが、多くは20％前後の手数料としてプラットフォーム運営会社に支払わ
れるケースが多い（10,11)。｢FAAVOさばえ」は、地方自治体が運営しているため手数料を10％と
低くしている。その内、５％はFAAVOへの手数料、残りの５％はHPなどの制作費となってい
る（12)。他のプラットフォームを利用するより最大半分の手数料で済むので、起案者にとっては、
ありがたいことである。しかし、地方自治体がプラットフォームを運営するには、地方自治体の
規模や財政状況など事情も様々であるから、どこの地方自治体も簡単にできるものではないであ
ろう。
次に、CF利用に関し初期費用を補助する方法について検討する。今回の調査先の京都の事例
がそうである。今回は財団法人が基金から補助をしているが、地方自治体がやるとなった場合、
財政事情が厳しい中、補助をするのは難しいと考える。
３つ目に、CFの目標金額に届かなかった場合に、残りの金額を補助する方法について検討す
る。これも京都の事例にあるが、CFの側面として、プロジェクトのマーケティング手段の面が
ある。支援を募って目標に至らないということは、多くの賛同が得られなかった訳であるから、
そこに公的資金を使う理由が乏しく、補助は現実的でないであろう。補助を考えるのであれば、
もともと、地方自治体が全額補助する価値があるもの（予算化もしている）に、CFで集めたも
のを減額するという方法が現実的であろう。
最後に、普及啓発（セミナー）の参加料を無料にする方法について検討する。これは、多く
の地方自治体も取り組んでいる（取り組める）ことである。神戸市中央区の事例でも、ワーク
ショップ参加者の参加料を無料にしている。講師を呼んだ場合であっても、前述の補助より財政
的に負担が少ないと思われるので、CF利用者を増やすためには、このような方法も考えられる。
以上、地方自治体による支援の意義について検討してきたが、広報支援と普及啓発が効果的な
支援ではないかと考える。特に広報支援は、高齢者などのSNS利用の少ない層に向けての情報発
信ができるのは、地方自治体ならではのことである。神戸市中央区以外に、北海道富良野市も平
成29年に、金融機関との地方創生に関する包括的連携協定の締結に基づき、住民などの協働によ
る活動を推進するため、住民などがCFを活用し、地域活性化などにつながる非営利のプロジェ
クトに対して、市はそのプロジェクトを応援し、ウェブサイトや広報誌などの情報発信を行う
「富良野市クラウドファンディング応援事業」の実施を始めた。既存の情報発信媒体を利用する
ので、予算も大きく変わらないまま、支援ができる方法といえるであろう（13)。
また、普及啓発も、地方自治体とCF運営事業者が連携することで、利用者を増やすことにつ
ながっていくと考える。利用が増えれば、まちづくりに関するプロジェクトも増え、まちづくり
の主体が広がるであろう。
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一方で、経費補助は、財政的負担が大きく、支援するのはどこの地方自治体でも難しいと考える。

第４章　まとめ

上記のとおり、本研究では、地域主体のまちづくりにおけるCFの活用のあり方や、地方自治体
の関わり方についての論点を整理するため、まちの魅力を高めようという意識のもとに行われてい
る既存施設のリノベーションに係る事例を中心に調査した。
調査した結果、今回の調査に協力いただいたCFの起案者は、CF活用の目的を資金の調達のみな
らず、情報発信や、ファンや関係者を事業に巻き込んで行くというCFの効果に着目している例が
多いように感じられた。むしろ資金源としては、大きな前提ではなく、あくまで一つのツールであ
ると考えている事例や、資金が集まらなければ事業自体を実施しないこととできる事例が見られた。
資金集めの手法は他にもある中、CF活用によるメリットとリスク等を比較衡量し、ツールとして
上手く使うことが重要であることが分かった。
また、行政の支援については、資金面やCFの活用環境整備などについては、特に大きく期待し
ている点は無いように思われた。行政の広報については、これを介した新たなつながりの獲得が期
待でき、支援・協力を求める声が聞かれた。
こうした調査結果から、行政の支援策としては、広報支援、普及啓発、経費補助などの、側方支
援が考えられる。これらについても、鯖江市のように積極的な施策を実施する地方自治体もある一
方、各地方自治体において、行政として民間の事業にどこまで支援すべきか、その特性や事情を踏
まえて議論がなされるものと考えられる。

付録　まちづくりにおけるCF活用のアイデア案

　本研究の調査結果を踏まえ、本研究グループのメンバー内で議論された地域主体のまちづくりに
おけるCF活用についてのアイデア等を付録として示す。

⑴　自治会活動での活用

自治会活動でのCFの活用について考察して
みる。地域の課題解決に必要な資金を寄附によ
り募る例は古くから見られる。例えば、学校の
建設や神社の改修などが挙げられる。地域の氏
神である神社の修繕に際し、寄進（寄附）した
人の名前を玉垣（神社の周囲を囲う石製や木製
の柵）や石碑などに篆

てん

刻
こく

してあるのが見られる
が、CFによる支援とリターンの関係と類似し

神社の玉垣の篆
てん

刻
こく

もCFの寄附とリターンの関係と似て
いる。
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ている。
自治会活動のように、取り組みの対象や効果が地域に即したものは、CFの大きな特徴である
「遠方からも支援者を募る」という点が生かしにくい。実際に、とある町の地蔵の祠

ほこら

の修理や、
地域の祭りで用いられる神輿の修理の資金集めなどにCFを用いた例などが見られたが、資金が
集まらなかったケースが多いように思われる。
自治会活動の資金集めにおけるCFの活用の可能性について、プラットフォーム運営者に見解
を求めたところ、難しいのではないかとの反応であった。今後は、そういった活用についても広
げていきたいとの展望は持っているものの、現時点ではそういった段階には至っていないのでは
ないかとの感触のようである。プラットフォーム側から活用を勧めると、資金を集めてもらえる、
あるいは集まってくる、といった誤解を招きかねないとの懸念があるとのことである。
また、CFを活用する場合、その運営コストもかかる。資金集めの手段として、効果的かどう
かの見極めが必要である。
資金集めより、取り組みのPRやCFの取り組みを起爆剤にして、地域活性化に人々を巻き込む
ことや、取り組みの賛同者を増やすことが主たる目的である場合の方が適しているとも考えるこ
とができる。
自治会活動などでのCFによる資金集めは、工夫が必要であるが、本研究での議論では下記の
ようなアイデアが出された。
まず、取り組みは、広く地域外からの支援を受けるため、自治会活動の域を超える意識が必要
と考えられる。資金よりも、むしろ、共感を得ることに注力すべきと言える。
リターンについても、地域外の人が魅力を感じるものを揃えることが有効であろう。
取り組みの拡散力の増強も重要である。取り組みの目標額を達成した事例では、大学の研究室
との連携や地方紙への掲載により、拡散を図っているものがあった。SNSなどが発達した今日で
は、埋もれていても魅力、価値、由緒のあるものであれば、マニアックなファン層とつながるこ
とで、支援を得られるチャンスを広げることが期待できる。また、地域性の強い同窓会やPTA
などのつながりの活用も有効ではないだろうか。
近年は、健康維持などのため、ウォーキングやサイクリングを楽しむ人も多い。これらの人が
立ち寄れるような魅力があれば、こうした人たちのSNSやブログなどを介して拡散を広げること
ができるかも知れない。
規模や魅力が小さい案件でも、類似の案件とネットワーク化し、ポケモンGOや国盗り合戦な
どの位置情報ゲームアプリなどとの連携により、支援者が参加できるような仕組みとセットで取
り組みむことも考えられる。
こうした取り組みについて、地方自治体としても、ネットワークづくりやブランドアップなど
について、連携、支援ができる場合も考えられる。

⑵　バス停留所の待合スペースの向上

バス停留所については、利用者から、待合時の快適性の向上のため上屋やベンチの設置を求め
る声が多い。バス停留所の上屋やベンチは、バス事業者により設置されることが一般的だが、こ
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れに掛かる費用が課題となり進んでいない。また、数多い候補地がある中、その優先順位の決定
方法も課題となるであろう。バス事業者からすれば、上屋などの設置により利用者が大幅に増え
ることは期待しにくく、主に便益を受けるのは当該停留所の利用者に限定される。地方自治体に
よっては、補助金を給付したり、資金や現物の寄附を受けたりしている事例がある。
バス停留所への上屋やベンチの設置について、CFを活用し、バス停留所ごとに資金を集めれ
ば、若干でも資金提供をしたい利用者にその機会を提供することができるし、設置個所の優先順
位の決定にも資すると考えられ、有効ではないだろうか。
しかし、利用者に比してベンチの数が少ない場合、寄附者が利用できないケースも想定され、
寄附者に不満を生じさせる可能性がある。寄附
者が優先して利用できるよう、例えばマタニ
ティマークのようなサインを普及させるなど、
ルール（またはマナー）づくりなどの工夫が必
要となることも想定できる。
なお、近年では、バスなどの地域公共交通の
運営自体にCFを活用することも着目されてお
り（14)、米国のサンフランシスコで運行される
バスchariotなどの例がある。

⑶　まちなみなどでの活用

現在行われているまちづくりは地方自治体主導のものも多いだろう。地方自治体主導の場合、
住民の意見を取り入れるため、各地域で協議会などが構成され、どのようなまちにしたいかとい
う計画作成の段階に、周辺住民、地権者、商店、学識者、関係団体が入ることはある。しかし、
計画が策定され、整備される段階になると、行政が費用を出し整備することになる。そして、整
備段階や整備後について、住民や商店が関わることは、清掃活動などになることが多い。大きな
整備となると費用も大きくなるため、住民が出すことは不可能であるし、そもそも住民税を払っ
ているので、費用負担はしていることになる。このような流れでもいいのかもしれないが、より
まちに愛着を持ってもらうために、街路樹の資金、歩道などに花を植えたりするのであればプラ

ンターの購入費、歩道をレンガにするのであれ
ばレンガ購入費などをCFで集めることが考えら
れる。計画策定の際に関われる人は限られるの
で、CFを通じて支援してもらうことで、より多
くの人に街づくりに関わってもらうことができる
と考える。また、街づくりに関わったという意識
を持つ人が増えた方がより長い期間、まちをきれ
いに保つということにつながるかもしれない。ま
た、レンガの購入費をCFで集め、リターンをレ
ンガの一つひとつに支援者の名前を入れるとした

バス停留所の上屋やベンチなどもCFで整備できないだ
ろうか。

プランター、街路樹、タイルなどの購入でCFを活用で
きないだろうか。
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ら、自分の名前を見るために、外から訪れてくれる人もいるかもしれない。
さらに、地方自治体が実施するCFになるが、公共施設にも上記のことは使えると思われる。
例えば、体育館の備品を入れ替えるとなったときに、｢卓球台買います」というCFを起案すると、
普段から体育館を使っている人がそれらに支援してくれる可能性はある。地方自治体が事業を実
施すると全てをきれいにする、全てを整備するとなりがちであるが、小分けにして、様々な手段
で資金を集めることを考えてもいいのではないだろうか。

⑷　コミュニティ場づくり

今回は、CFを活用しながらリノベーションをした建物で、コワーキングスペースを設けた事
例を調査した。そこでは、新たなコミュニケーションが生まれ、新たなビジネスにつながってい
るケースがあった。他方、自治会などの地域活動に目をやると、多くの地方自治体では、自治会
加入率の低下や構成員の高齢化や後継者不足が課題となっており、既存のコミュニティの維持や
新しいコミュニティが生まれにくくなっている。これは、災害時の支援体制や孤独死などの社会
問題とも関連してくるため、地方自治体としては、どのようにコミュニティづくりを支援してい
くかが課題となっている。
このような状況の中、地域の抱える問題の一つに空き家の増加があり、地方自治体としても課
題となっている。空き家増加の背景には、人口減少、相続問題など様々であるが、地域住民とし
ては、防犯上の不安があるなど好ましい状況ではない。また、空き家の増加は地域住民の減少と
いうことであるからコミュニティづくりにも影響する。そこで、この空き家をリノベーションし
てコミュニティの場として活用することにCFを有効利用できないか検討していく。
空き家問題のある地域について、帝京大学の田所承己氏は「“衰退”というマイナス・イメー
ジが定着しており、そのイメージが更なる衰退を呼び込む螺旋的衰退状況」に陥っており、｢状
況を脱するには、思い切ったイメージ転換が必要」と述べている。また、空き家のリノベーショ
ンは「莫大な予算を投じる再開発とは異なり、少ない予算で全体の一部を刷新することで、大き
なイメージ転換を図る」手法として述べている。これは、空き家のリノベーションが、まちづく
りに有効であることを意味する。
そして、近年、空き家をコミュニティカフェにリノベーションする事例が増加している。コ
ミュニティカフェの機能の例としては、喫茶機能、子育て相談などサービス提供機能、イベント
開催機能、地域情報交換機能がある。そのため、コミュニティカフェには、幅広い世代が気軽に
来れる場所とされている。また、学生が運営に関わる事例もあり、より交流する幅が増える。加
えて、田所氏の調査によれば、一般的なイメージの「開放的コミュニティ｣「サードプレイス」
「パブリックスペース」の他に、仕事や自己実現において刺激を受ける場という「協働的コワー
キングスペース｣、いまの自分にはまだない能力や情報、あるいはそうしたものをもたらしてく
れる多様性を含む別世界へとつないでくれる空間という「別世界との接触空間」という意味付け
があるとしている（15)。
このように、コミュニティカフェには、新しいコミュニティを生み出す可能性を多分に秘めて
いる。そして、調査先のコワーキングスペースとも似たような側面もあるためCFの利用も充分
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可能であろう。
CFは、空き家をコミュニティカフェにする際のPRにもなるため、支援者が完成後の利用者に
なる可能性もあるので、多くの人に来てもらうために活用すべきであろう。
このような取り組みに地方自治体は、第３章で述べたCFの情報発信を支援することができる
であろう。地方自治体としても、新しいコミュニティづくりの支援と空き家問題の解消につなが
るのであれば、取り組む価値はあるだろう。また、CFの支援だけでは、利用者を増やすのは難
しいであろうから、東京都大田区のような地域貢献のため空き家を公益的に活用するための制度
を設けて、貸し手と借り手のマッチングを支援す
ることも必要だと考える（16)。そこで借り手にCF
の活用を勧めれば、借り手も利用する可能性も
ある。地方自治体が住民に対してする支援事業と
CFがマッチングするか検討しておく必要がある
だろう。
コミュニティカフェ事業開始後のCFの活用と
しては、著名人を招いてセミナーをするために起
案するのも良いかもしれない。普段、このような
場に来ない人が、著名人を目的に参加して新たな
つながりができるかも知れない。
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第１章　はじめに

　本論文は、クラウドファンディング（以下、｢CF」という｡）の中でも、投資型CF（ソーシャル
レンディング）について調査し、行政（特に環境行政）との関係について考察したものである。
　投資者に金銭的なリターンをもたらす投資型CFは、一見行政との係わりが薄いもののように感
じられる。しかし、投資型CFが成立するための基盤に行政が果たしている役割は大きく、また、
行政側から見れば、投資型CFは行政の目的の達成のために役立てるべきものであることを、この
論文で述べたい。

第２章　CFについて

１．CFの種類

CFは、リワード（リターン、特典）の種類によって、寄付型、購入型、株式型、融資型、投
資型の５タイプに分類することができる（山本, 2014, p.40)。
寄付型にはリワードが存在しないが、強いて言えば、事業に対する貢献意識、ひいては社会貢
献意識を出資者が感じることがリワードである。購入型は、モノ、サービス等、金銭以外のもの
をリワードとして受け取る。同時に、寄付型同様に、事業に対する貢献意識がリワードとなる場
合もある。株式型、融資型、投資型の３つは、そのスキームに違いはあれど、出資者に金銭的な
利益をもたらす。前二者と同様、事業に
対する貢献意識が働く場合もある。
この論文では、金銭としてリワードを
受け取る株式型、融資型、投資型の３つ
を類似のものとして、あわせて投資型
のCFとして扱う。この３種類のCFをリ
ワードの方向性に基づいて並べると図の
ようになる。

環境班　研究報告
～環境行政と投資型CF～

 吹田市　環境部環境政策室　　小山　修平

図１　CFの種類
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２．研究の対象

地域住民にもっとも身近な行政機関である基礎自治体として、活用できる可能性が高いとみ
なされ、すでに実績も増えつつあるのは寄付型のCFである。大阪府及び府内の市町村の多くは、
財政構造の弾力性の度合いを判断する指標の一つである経常収支比率が90%を超える状況が続
いており、弾力的に予算を運用する余地が少ない（大阪府総務部市町村課財政グループ, 2018)。
予算の優先度は、福祉やライフラインの維持管理等のより緊急性が高い事業にあり、あるいはそ
れすらも充分でない中、それを補完するものとして、社会貢献意識の高い市民との協働、出資に
大きな期待がされている。
逆に、民間の営利活動とは一線を画する行政機関として、最も遠い関係にあると感じられるの
が投資型であるが、この研究では、あえてその投資型を対象として選んだ。その理由は、筆者が
現在従事している環境行政は経済と緊密な関係を持っており、投資型CFは今後の経済活動、状
況に大きな影響をもたらし得るイノベーションであると考えるからである。

第３章　環境と経済

１．外部不経済

経済学の根底には、｢市場の機能は社会を豊かにする」という考え方がある。市場での自由な
活動に委ねれば、もっとも効率的な生産者のところに資源が集まり、もっとも低コストで生産が
行われる。生産された財やサービスは、それをもっとも必要とする人に配分される。金融、通信、
運輸、電力、流通など、多くの分野において、政府の規制が市場の健全な機能を阻害してきたこ
とから、経済学者は古くからこうした分野の規制緩和を主張してきており、現実の政策の大きな
柱となっている。一方、ときとして市場の機能が有効に働かないケースがあり、これを「市場の
失敗」と言う。その代表的な例が、大気汚染、水質汚染、地球温暖化等の環境問題である（伊
藤, 2015, p.5)。
自動車の排ガスによる大気汚染を考えてみる。自動車メーカーは自動車を販売することで利益
を得、購入者は自動車を利用することによる便利さを享受する。しかし、仮に排ガスに対する
規制が無かった場合、自動車が出す排ガスが大気を汚染し、その被害は自動車の販売によって
利益を得るメーカー、購買者だけでなく、無関係な人々の健康にも悪影響を及ぼす。このよう
に、ある経済主体の活動が、他の経済主体に直接あるいは間接に影響を及ぼすとき、外部効果
（external eff ects）が生じていると言う（伊藤, 2015, p.147)。特に、社会に負の影響を及ぼす外
部効果を外部不経済と言い、環境問題の多くがこれに当てはまる。(なお、大気汚染の原因は自
動車等の移動体だけでなく、工場等の固定発生源による割合も大きいが、あくまで一例として単
純化している。外部不経済のメカニズムは全く同様である｡）
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２．地球温暖化

大気汚染のケースは、自動車の販売に伴って便益を得る人間と、一方的に不利益を蒙る人間が
分かれてしまっていたが、実際に日本で大気汚染が発生した歴史を振り返ると、その両者は全く
イコールではないものの、同じ時代、同じ場所に存在していた。そのために、後述する政策的介
入は比較的有効に作用し、数十年という個人にとっては決して短くない時間を要したが、日本に
おける大気汚染問題は大幅に改善された。この、同じ時代、同じ場所という条件が成り立たない
のが地球温暖化問題である。
地球温暖化は、人類による大量の化石燃料の燃焼を主な原因として大気の温室効果が高まり、
平均気温の上昇と地球規模の気候変動を引き起こすものである。温室効果ガスをこれまで大量に
排出してきたのは主に現在の先進国であるが、その被害は、先進国だけでなく、特に島嶼や低地
に国土を持つ発展途上国に強く影響するという点で、大気汚染以上に広い範囲に負の影響を与え
る。また、人為起源の温室効果ガス排出量は1950年頃から急上昇しているが、人類がその影響を
明確に認識するだけで数十年を要し、最も楽観的なケースでも今後数十年は気温上昇が継続し、
さらにその影響は百年～千年単位で継続する。温室効果ガスの排出によって便益を得る人間と不
利益を蒙る人間は、空間的にも時間的にも広範囲に渡って分散しているのである。
これが、公害やごみ問題などの過去の環境問題と比べても、地球温暖化問題対策を講じる意思
決定が一層困難である大きな要因である。

３．政策的介入

こうした、市場が解決することが出来ない、外部不経済に対処する役割を果たすのが行政であ
る。自動車の排ガスによる大気汚染のケースで言えば、排ガスの排出規制を課す直接規制を実施
してきた。規制によって、環境破壊のコストはメーカーと消費者が適切に負担することになり、
結果として環境破壊は抑えられ、社会的な便益は増大する。また、補助金や税金の導入によって
市場を誘導する方法も有効である。再生可能エネルギーの固定価格買取制度１や、(二酸化炭素
の）排出権取引制度、炭素税等のカーボン・プライシングもその一種といえる。
環境問題はそのほとんどが人間の経済活動によって発生するものであるから、環境行政は、必
然的に経済への政策的な介入を行うこととなる。環境行政と経済は不可分であると言える。
ここで注意しておきたいのは、政策的介入は市場の機能を損なうものではなく、環境問題の外
部性を補正して、市場が適切に機能するようにするものであるということである。

１  固定価格買取制度　再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で買い取ることを国が約
束する制度。Feed-in Tariff から、FIT制度とも呼ばれる。
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第４章　投資型CFの事例

　上に述べてきたような問題意識に基づき、投資型のCFを実施している３つの事業者にインタ
ビューを実施し、比較した。

１．グリーンインフラレンディング（株式会社グリーンインフラレンディング）

　①　事業の概要

グリーンインフラレンディングは、再生可能でエコロジカルな自然エネルギー（太陽光、水
力、バイオマス等）を最新の発電設計やIT技術を駆使して、効率や採算性を高めた形で事業
化し、それらを活用する案件を融資対象としている。
グリーンインフラレンディングが投資者に提供するローンファンドは、再生可能エネルギー
発電事業に融資するものであり、募集額は１案件あたり2,500万円前後が多く、想定の利回り
は年あたり10%以上と、銀行預金の金利と比べると非常に高い数字である。2018年２月11日現
在、７件のローンファンドが出資募集中であった。(株式会社グリーンインフラレンディング, 
n.d.）

　②　CFの状況

グリーンインフラレンディングは、資金調達の手段の一つとして、投資型のCFを採用して
いるが、そのプラットフォームは他社であるmaneoのものを利用している。以前はmaneoが提
供するローンファンドの一つとして資金調達を行ってきたが、現在は再生可能エネルギー事業
に特化した、独立したCFサービスとなっている。
さて、グリーンインフラレンディングがCFを通じて集める資金は、ターゲットとしている
再生可能エネルギー事業を充分賄えるものだろうか。
グリーンインフラレンディングが募集するローンファンドは、2018年２月現在、2,500万円
前後のものが多く、国内のCF案件としては充分大きなものである。しかし、インタビューに
よると、例えば海外で建設する100万キロワットクラスの再生エネルギー発電事業の場合、事
業総額は5,000億円にものぼるとのことだった。2,500万円規模のローンファンドを複数束ねた
としても、そのごく一部しか担うことが出来ない。
では意味がないのかというと、そうではない。これだけの大規模事業を行うには銀行等の金
融機関、政府の補助金等、さまざまなルートから資金調達することが不可欠であるが、それを
得るための自己資金として、いわば呼び水としてソーシャルレンディングの資金が有効であり、
またそのスキームが、ローンファンドとして高金利を実現できる理由の一つになっている。
このスキームについては、maneoのインタビュー時にも同様の話を聞き、また、(おひさま
進歩エネルギー株式会社, 2015, p.46）には、先行事例であるNPO法人北海道グリーンファンド
の風車建設の際の話として、｢銀行借り入れを打診したものの、NPOの場合は銀行融資が受け
にくく、事業会社設立と自己資金6,000万円を条件に銀行融資を受けることができました。し
かしこの自己資金分を調達する必要があり｣、結果として市民からの出資を得た後に融資を受



研究成果報告

研
究
成
果
報
告

93おおさか市町村職員研修研究センター

けることが出来たとある。
こうした自己資金と銀行融資の関係は、今回事例としている３事業者に共通する話であり、
事業活動に際して融資を受ける際の一般的な原則であると思われる。
このスキームから高い利回りを実現するメカニズムについては、次のmaneoの項で説明する。

　③　事業者の目的

グリーンインフラレンディングの役割と目的は、会社単体でなく、株式会社JCサービスほ
かからなる企業グループの視点から捉える必要がある。株式会社JCサービスのWebページ
によると、グループを構成するのは、JC証券株式会社、株式会社Ｅ＆Ｔ総研ほか10社であ
る。同Webページによると、その使命は「最小のエネルギーで回る、持続発展可能な社会の
実現」であり、｢目指すのは、防災対応型のスマートシティの実現」としている（株式会社JC
サービス, n.d.)。筆者がインタビュー時に伺った話として、この使命の根底には、創業者の震
災経験（阪神・淡路大震災）があるとのことだった。
グリーンインフラレンディングは、単体で環境問題の解決を目的とする、あるいはそれに向
けた事業活動をおこなうための会社ではなく、上記グループの使命達成のための資金調達セク
ターとして存在している。

２．maneo（maneoマーケット株式会社）

　①　事業の概要

maneoは、maneoマーケット株式会社が運営する国内最大のソーシャルレンディングプラッ
トフォームである。
maneoが投資者に提供するローンファンドは、2018年２月の時点では不動産事業に融資する
ものが多く、募集額は１案件あたり500万円～5000万円程度と幅がある。想定の利回りは年あ
たり５～８%程度と、銀行預金の金利と比べると充分高いが、先述したグリーンインフラレン
ディングよりはやや低い数字である。2018年２月11日現在、15件のローンファンドが出資募集
中であった。（maneoマーケット株式会社, n.d.）

　②　CFの状況

maneoは自ら投資家にローンファンドを提供するだけでなく、他のCFサービス事業者に、
プラットフォームを提供している。提供先は、前項のグリーンインフラレンディングを含めて、
10サービスにのぼっている（2018年２月11日現在)。
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サービス名 分　　　野

Pre Reit Fund 不動産

LC LENDING 不動産

GAIA FUNDING 海外不動産

Crowd Lease 店舗ビジネス

SmartLend 事業支援

AMERICAN FUNDING 海外不動産（アメリカ）

グリーンインフラレンディング 再生可能エネルギー事業

SAKURA SOCIAL LENDING 地方創生

Cash Flow Finance 不動産と新規事業、新技術

APPLE BANK 不動産、事業支援

図２　maneoプラットフォーム提供先

インタビューの際に、担当者から「魚を渡すのではなく、魚をとる道具を渡す」という印象
的な言葉があったが、まさにこのプラットフォーム提供をさしていると思われる。
maneoとサービス提供先サービスでは、会員情報を共有して、各サイトで個別の登録をしな
くてもすむようになっている。

　③　事業者の目的

maneoのWebページによると、ビジョンとして「熱い思いを持つ事業者に、投資家が安心
して投資できるインフラの提供」を、ミッションとして「健全なマーケットの創出｣「ITのフ
ル活用」の二つを掲げている。maneoでは、特に環境問題の解決を前面に出しているわけでは
なく、CF等の新しい金融スキームを通じた投資インフラ・マーケットの提供を目的としてい
る。
以前は再生可能エネルギー事業に対する融資案件もローンファンド一覧に並んでいたとのこ
とだが、現在ではグリーンインフラレンディングとの役割分担が成立していることから、現時
点では環境に関連するローンファンドは見当たらない。

　④　高利回りのメカニズムとその源泉

事業者へのインタビューにおいて、maneoをはじめとするソーシャルレンディングサービス
が、最低でも５%以上という高利回りを実現するメカニズムについて聞くことが出来た。その
概要を以下に示す。
仮に、利回り７%が期待できる１億円規模の事業があるとする。銀行から融資を受けること
が出来れば、銀行の貸出金利を２%としたとき、事業を実施することで１億円の５%分、500
万円の利益が得られる。しかし、銀行にはこの事業Ａが本当に価値があるものか判断する能力
が無いことから、融資を銀行から得ることは簡単ではない。このとき、事業資金のうちある程
度の割合、例えばこの場合３千万円を事業者が用意することで、銀行はそれを融資の判断材料
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とし、格段に融資を得ることが容易とな
る。１千万円を完全な自己資金、２千万
円をCFで集めることにする。その事業
をバランスシートであらわすと以下のよ
うになる。
事業実施により想定通り７%、500万
円の利回りが得られた場合、銀行から
の融資７千万円の２%、140万円を金利
の支払にまわす。この時、残額360万円
を全てCFの投資家に還元すれば、その
利回りは18%となり、半分としても９%
の高利回りとなる。これが、投資型CF
（そのうちソーシャルレンディングとも呼ばれるもの）の高利回りを実現する基本的なメカニ
ズムである。先述のグリーンインフラレンディングが、大規模な再生エネルギー発電事業に融
資するのも、このメカニズムに則ったものである。事業の利回りと、銀行の貸出金利の差が、
投資家への高利回りを実現している。
さらに、この金利差がなぜ発生するかと言えば、それは銀行と事業者との情報のギャップに
ある。銀行には事業に対する情報が乏しく、どれだけの価値があるのか判断出来ない。一方、
事業者は、リターンとリスクを勘案した上で充分な利回りが想定できると“知っている”ため、
この事業にゴーを出せる。もし事業者の持つ情報が銀行と同程度であれば、銀行と同様の判断
しか下せない。つまり、このメカニズムを活用するためには、銀行以上にその事業についての
情報を持っていなければいけない。情報こそが、このメカニズムの源泉なのである。
maneoプラットフォームの提供先の各事業者は、それぞれの分野で情報を豊富に持ち、事業
に対していわゆる目利きの出来る事業者である。maneoが一社でローンファンドを提供しよう
とすれば、自らが情報を豊富に持っている事業にしか融資できないが、それぞれの分野で情報
を持っていて事業の価値について判断できる事業者をパートナーとすることで、その事業者が
新たにローンファンドを設定することが出来る。
このプラットフォーム提供こそが、maneoが掲げる「投資インフラの提供｣「マーケットの
創出」という目的を達成するための重要な柱であると考えられる。

３．おひさまファンド（おひさま進歩エネルギー株式会社）

　①　事業の概要

おひさま進歩エネルギーは、2004年、その母体となる「NPO法人南信州おひさま進歩」に
おいて、市民の寄付による太陽光発電施設を飯田市内の私立保育園で開始している。同2004
年に環境省が実施した「環境と経済の好循環のまちモデル事業（まほろば事業)」への応募を
きっかけとして「おひさま進歩エネルギー有限会社」を設立。2005年には、日本初の大規模な

A
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7

CF
%

2

1

図３　仮定の事業Ａのバランスシート
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市民出資によるファンド「南信州おひさまファンド」を発売し、太陽光発電と省エネの２つの
事業をその対象とした。その後も、初期費用ゼロで太陽光パネルを自宅の屋根に設置できる
「おひさま０円システム｣、固定価格買取制度を活用したいわゆる屋根貸し（借り）全量売電
事業である「メガさんぽおひさま発電所プロジェクト」等、さまざまなスキームの太陽光発電
事業を実施している。2007年に現在のおひさま進歩エネルギー株式会社とおひさまエネルギー
ファンド株式会社となる。
市民出資による太陽光発電施設は、飯田市内の保育園、児童館、公民館などの地域の行政施
設、事業所や個人住宅、県外に設置された施設を含めると、409ヶ所、出力合計8536.66kWに
まで広がっており、これは一般家庭が使用する電気の約2,400軒分である（2017年10月現在)。
公共施設の屋根等を活用していることからもわかるとおり、行政との連携も緊密である。飯
田市役所の屋根にも太陽光パネルを設置し、市役所はその電気を20年の長期契約で買い取る契
約をしている。連携をさらに強化するものとして、飯田市は2013年に「飯田市再生可能エネル
ギーの導入による条例」を制定している。この条例は単なる理念条例にとどまらず、｢地域環
境権」という権利を規定し、民間の金融機関も含まれる審査会による審査によってこの権利を
認められた事業者は、再生可能エネルギー事業を実施するにあたって優先的に市のサポートを
得られることとなっている。その第１号の認定を得たのが、おひさま進歩エネルギーである。
飯田市においては、大正から昭和初期にかけて地域住民が組合を作って水力発電を行ってい
た歴史があり、今後は、太陽光発電だけではなく、バイオマス、水力という地域の自然資源を
いかした発電事業にも取り組んで行こうとしている。(おひさま進歩エネルギー株式会社, n.d.）

　②　CFの状況

おひさま進歩エネルギーは、市民から広く出資を募る手段として、外部のソーシャルレン
ディング事業者のサービスを利用するのではなく、関連会社である「おひさまエネルギーファ
ンド株式会社」を第二種金融商品取引業者として登録し、ファンドの募集取扱業者として出資
を募集している。
｢おひさまファンド」は、2005年の第１回目から回数を重ね、直近のものは、2017年７月か
ら2018年１月までを募集期間とした「11おひさまファンド」である。
｢11おひさまファンド」の募集総額は１億1,000万円、２種類の区分があり、それぞれの目標
年間利回りは「1.8%」と「2.5%」である。両区分とも、募集期間の終了を待たず満額となっ
て募集は終了した。ファンド募集の２億1,000万円と融資と自己資金により、合計２億100万円
の事業を実施するとしている。
この資金は、おひさま進歩エネルギー株式会社の実施する太陽光発電事業に利用されること
に加えて、富山県の小水力発電事業、奈良県の太陽光発電事業、鳥取県の風力発電事業など、
域外の他事業者による再生可能エネルギー事業への投資にも利用されることとなっている。

　③　事業者の目的

おひさま進歩エネルギー株式会社は、企業理念として、｢Sustainability（持続可能)｣
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「Simple（質素・簡潔)｣「Stock（蓄積)」の３つのＳを実現するとしており、行動指針とし
て、｢エネルギーの地産地消｣「コミュニティを自分たちの手でつくる｣「お金の流れを変えて
社会を変える｣「望む未来を選びとる」という四つを掲げている。
ただ再生可能エネルギー事業の実施を促進するだけでなく、地域に豊富に存在する、太陽光、
森林資源、水力等の自然エネルギー利用をすすめ、また、その施工を地域の事業者に委託する
などによって、エネルギーの地産地消による、人・モノ・お金を地域内で循環させる持続可能
な地域づくりを目的としている。

第５章　環境行政と投資型CF

１．行政との関係

ここまで投資型のCFを実施している事例を見てきたが、三つの事業者は、CFのスキームも規
模も、目標とするものもそれぞれ異なっている。
３事業者の環境問題との関わりの程度、行政との関わりの程度に着目すると以下のようになる。

表１　環境・行政との関係

環境問題との関係 行政との関係

グリーンインフラレンディング 強 中

maneo 弱 弱

おひさま進歩エネルギー 強 強

グリーンインフラレンディングとおひさま進歩エネルギーは、企業の使命、目標として環境問
題への貢献を掲げている。持続可能な社会の実現は、両者に共通する理念である。実施する主な
事業は太陽光、水力、バイオマス等自然エネルギーを利用した再生可能エネルギー発電事業である。
再生可能エネルギー発電事業の実施にあたっては、多くの場合固定価格買取制度が利用される
ことから、必然的に行政と関わりが生じる。おひさま進歩エネルギーにおいては、固定価格買取
制度の開始以前から、飯田市役所と20年に渡る長期契約を結び、｢地域環境権」を規定する飯田
市条例（2013年）の認定第１号になるなど、特に地元自治体との結びつきが強く、事業の大前
提となっている。おひさま進歩エネルギーが、母体となるNPOから会社の設立へと至ったのも、
環境省が実施した「環境と経済の好循環のまちモデル事業（まほろば事業)｣（2004年）がきっか
けである。
一方、環境問題との関係、行政との関係、いずれもさほど強くないように見えるのがmaneoで
ある。maneoの目標は「投資インフラの提供｣「マーケットの創出」であり、maneoが提供する
プラットフォームを利用して、環境事業や地域創生事業の資金調達を行い、事業を実施している。
こうしたことから、他の２事業者と比べると間に１枚挟んではいるが、行政との関係は無視でき
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ないものであると言える。過去の事例として以下のようなエピソードがある。
maneoが、プラットフォームの提供者としてではなく、自らがローンファンドの提供者として、
九州のある地域でふるさと納税を活用した地域創生の事業を検討した。既に集まったふるさと納
税の資金量も多い割に、使途も決まっていない状態だったことから、地元の市民、企業の期待も
あり、有名な大企業との協力も予定されていた。しかし、地元自治体の意思決定が事業者の期待
に反して遅く、事業の機を逸して計画は中止となってしまった。結果として失敗したとはいえ、
検討した事業はふるさと納税資金を活用するなど、行政の存在なしには成立し得ないものであっ
た。成功事例ではないものの、事業者と行政との関係を示すものである。

２．行政の役割

　一見行政と距離があるように思われる投資型CFにおいても、事業成立の前提に行政の施策を
必要としているケースも多い。それを下表に示す。

表２　行政の施策

種　　　類 具　　　　体　　　　例

補助金ほか 再エネ設備補助金、固定価格買取制度（FIT)、税の優遇、カーボンプライシング

法令・行政計画 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法、再生エネ
ルギー条例、環境基本計画、温暖化対策計画

行政財産の活用 公共施設の屋根貸し、遊休地の貸出

意識啓発 セミナー、講演会、出前授業、広報

信用力の補強 省庁、地方公共団体による審査、認定

マッチング 市民、団体、企業等の交流促進

ここでは環境行政にフォーカスした施策を挙げているが、地域創生、地域経済振興、まちおこ
しといった分野においても、ほぼ同様のメニューが想定できる。そして、これらの施策は、行政
にとってとりたてて目新しいものではない。多くはすでに政府、地方公共団体で取り組んでいる
ことであり、事業者側、投資者側が期待するのは、それを今以上に使いやすいものにすることで
ある。
その際、事業には情報の鮮度、スピードがもっとも重要であることを認識し、スピード感を
もって施策をすすめなければいけない。例え同じ内容の行為であっても、そのタイミングが遅い
だけでまったく役に立たないことが有り得る。
とはいえ、行政は法令に基づく行政の論理で動いており、必ずしも事業者の期待どおりに動け
るものではない。出来ることは、施策は、市民、事業者といった対象に貢献するためにあること
を念頭において、行政の論理を優先した施策のための施策とならないよう、行政側の意識改革を
すすめることであろう。
投資型CFにおいて、行政は、事業の前提となる条件を整える。そして、事業者、投資者であ
る市民が事業を実施し、その成果を得るのである。
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第６章　まとめ

　ここまで見てきたように、投資型CFが成立し、投資者に金銭的なリターンをもたらすためには、
行政が法令、制度を用意し、直接的、間接的な補助や誘導を実施することが不可欠である。
　同時に、行政にとっても、投資型CFは行政の目的を達成するための有効な手段となる。環境行
政を例にとれば、投資型CFを通じて再生可能エネルギー事業への投資を促進することで、再生可
能エネルギーの導入量が増大して地球温暖化の防止がはかられ、将来にわたって持続可能な社会の
実現に資する。行政が市場（マーケット）の機能を活用するための有力なアプローチの一つとなる。
　投資型CFと行政は、お互いにとって利益になる、ウィンウィンの関係を築くことが可能である。

第７章　おわりに

　CFは、事業のための資金を集める金融（ファイナンス）の一手法であり、中でも直接金融と呼
ばれるものの新しい形である。こうした新しい金融の手法が普及することで、従来成立し得なかっ
たビジネスが成立し、人々の経済活動、ひいては社会を変えるポテンシャルを持っている。
　地方公務員として行政の実務に携わっていると、どうしても、民間企業の営利活動とは一線を引
き、むしろ注意深く接しなければいけないという意識を持っている。しかし、本来、法令を運用し、
規制し、あるいは補助金を出して誘導を行う行政の活動は、市民や企業の経済活動と強い結びつき
を持っているものである。
　｢行政には事業の種をまいて欲しい｡」
　本論文のためにおこなったインタビューの中で、対応していただいた担当者から聞いた言葉であ
る。この言葉が、｢行政の役割」をもっとも的確に表現していると感じている。
　行政、特に地方公共団体の目標は、｢住民の福祉の増進を図ること２」である。しかし、住民の
福祉（この場合、広義の幸福、しあわせ、豊かさと解する）の実現は、行政機関のみでなし得るも
のではない。地域の住民はもとより、事業者、域外の投資者等、多用な主体を巻き込んだ経済活動
が、その目標を達成するための大きな駆動力となる。
　そしてこの考え方は、環境分野にとどまらない。福祉、子育て、教育等、さまざまな社会的課題
を、ビジネスを通じて解決に結びつけるソーシャルビジネスが近年注目されている。｢事業の種を
まく」という行政の役割は、このソーシャルビジネス全般において必要とされるものであろう。
　社会的課題の解決に寄与する事業の種をまき、ときには芽の段階で枯れてしまわないよう保護し、
成長を見守る。これこそが、行政にしかなしえない重要な役割である。

２  地方自治法第一条の二　　地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行
政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。
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皆さん、こんにちは。この研究会は、大阪府
内の職員の方々と１年間、大体月１回のペース
で研究活動を行ってきました。行政の現場には
いろいろな課題が山積みしている中、やはり
ネックとなるのは資金調達のところであり、ク
ラウドファンディングがその課題解決に生かせ
ないかということで、いろいろな方面から検討
してきました。
この後、第２部で各研究班からの報告があり
ます。解決したい課題がいろいろあるのです。
地元で企業を誘致したい、事業を起こしたい、
まちづくりや観光を振興したい、そして既存の
施設をうまく活用したい、環境問題を解決した
いといったいろいろな観点で報告することにな
りますので、本日は多方面の方にお集まりいた
だいていると思いますが、何か持ち帰っていた
だければと思います。
徳島県美波町に本社を置く「株式会社あわ
え」という会社があります。地方創生をコンサ
ルティングする会社で、メインの事業はベン
チャー企業のサテライトオフィスの誘致です。
サテライトオフィスの誘致では徳島県神山町が
有名ですが、今や美波町の方が数的に上回って
いる状況です。そのあわえが地方創生研究会と

いうものをつくっています。そこに今週、私が
講師として招かれたのですが、テーマはローカ
ルファイナンスでした。
つまり、各地域でどのように資金調達をする
かというテーマで議論してきました。もちろん
クラウドファンディングもその中に入ります。
と同時に、ふるさと納税も含まれます。それか
ら、この研究会でも扱ってきたソーシャル・イ
ンパクト・ボンド（SIB）も自治体にとって広
義の資金調達になります。
もう一つは、地域通貨のようなものも扱って
きました。自治体の課題を解決するための資金
調達手段を代替的資金調達手段と呼んでいます
が、今やふるさと納税、クラウドファンディン
グ、SIB、それから今後もしかしたら実現する
かもしれない地域通貨を含めると四つも登場し
たことになるので、非常に前向きな環境になっ

ていると思います。そん
な中、今日はクラウド
ファンディングでどうい
う問題が解決できるかと
いうヒントを皆さんに持
ち帰っていただければと
思います。

はじめに
「研究成果報告会開催にあたって」

講師：神戸大学大学院経営学研究科　准教授　 保田　隆明 氏　
（｢クラウドファンディングによる地域活性化研究会」指導助言者)

講師プロフィール

　外資系証券会社、投資ファンド、金融庁金融研究センター、小樽商科大学准教授、昭和女
子大学准教授を経て、2015年９月より現職。企業の資金調達戦略を研究し、クラウドファン
ディング、投資事業 組合、ふるさと納税にも詳しい。クラウドファンディンを通じた自治
体や事業者の取り組みや地域経済への効果を検証。関連する主な著書「ふるさと納税の理論
と実践｣、主な論文に「ふるさと納税のきっかけと動機に関する調査｣、｢ふるさと納税によ
るクラウドファンディング」など。商学博士（早稲田大学)。
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今日お集まりの皆さまは、いろいろな課に所
属していらっしゃいます。通常、こういう資金
調達セミナーのようなものを自治体の方々とす
る場合、企画財政あたりの方々が中心になるこ
とが多いのですが、やはり原課の方々が直接お
話を聞いて課題を解決することがより一層の近
道だと思います。
実際、私がヒアリングした事例ですが、愛媛
県今治市ではクラウドファンディングを用いて
ラーメン屋を創業した事例があります。この
ラーメン屋は何のラーメン屋かというと、イノ
シシ肉を使ったラーメン屋です。イノシシが周
辺を荒らすので、イノシシを駆除してその肉を
使ってラーメン屋をすれば、地域問題を解決す
ることになります。この資金調達をしているの
は今治市の地域創生課です。彼らはこう言いま
した。｢地域創生課には財源がない。いくら今
治市がふるさと納税でお金を調達したとしても、
それらのお金が地域創生課に回ってくることは
ない。もっと優先課題の高いところに取られて

しまう。しかし、クラウドファンディングとい
う手法を活用すれば、原課が直接資金調達して
問題解決することができる。しかも数百万円で
いいのだ｣。そういう意味では、非常に小さな
お金だったとしても、各原課に与えるインパク
トは非常に大きい可能性があると思っています。
本日は第１部の基調講演を、日本ファンドレ
イジング協会の代表理事でいらっしゃる鵜尾さ
んにお願いしました。この分野では第一人者で
あられます。特にわれわれ自治体が資金調達を
する場合、企業が資金調達をする場合とまた
違ったいろいろな側面があります。企業のみな
らず自治体、それから各種団体の資金調達につ
いて本当に詳しいエキスパートですので、鵜尾
さんに今日の基調講演をしていただくことでこ
の研究会を締めることができることは非常に嬉
しく思います。
では、私の話はこれぐらいにして、第１部に
移りたいと思います。
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皆さま、こんにちは。私は生まれも育ちも兵
庫県神戸市で、保田先生と学年は違うのですが、
同じ中学、高校出身です。

１．協会設立のきっかけ

今日はファンドレイジングについてですが、
私は日本ファンドレイジング協会で代表を務め
ており、社会のお金の流れをつくっていくこと
を目指しています。東京の大学を出た後、国際
協力をやっている国際協力機構（JICA）とい
うODAを扱う政府系機関に長くいました。途
中で外務省に出向したりもしましたが、その中
で一つ学んだことがありました。
何だかんだいって50か国ほどに行き、いろい
ろな国で仕事をしました。大体はアジアやアフ
リカ、中米なのですが、どの国に行ってもいつ
も気になったのが、行政と企業とNPOの三つ
の存在が社会の中で果たす役割の違いなのです。
50か国50通りの役割がありました。社会にはさ
まざまなサービスとニーズがあります。介護の

ニーズもあるし、福祉のニーズもあるし、子ど
もの教育のニーズもあるし、いろいろな社会の
ニーズがあります。それを誰が埋めるのかとい
うことに関しては、50か国全て違ったのです。
その中で、はたと気が付きました。日本は何
でもかんでも税金に依存し過ぎていないかとい
うことです。何か課題があると、すぐ自治体に
「よろしくお願いします、直してください」と
頼ります。下手をしたら、｢自転車が倒れてい
るのですが、直してくれませんか」ということ
もあるほど、何かあるとすぐ自治体頼りになっ
てしまいます。社会サービスはもちろん行政の
大事な仕事ですが、もっと自分たちでできるこ
ともあるのではないか、あるいは自分たちがお
金を出し合ってやれることがあるのではないか
という気がしました。
そこで、そろそろ誰かが社会イノベーション
とお金というテーマに向き合う必要があるので
はないかと思いました。今までの経緯でいいま
すと、皆さんご案内のとおり、1995年に神戸で

基調講演
「共感を集めて人を巻き込む資金調達 ～共感が生み出す大きな力～」

講師：日本ファンドレイジング協会　代表理事　 鵜尾　雅隆 氏　

講師プロフィール

　GSG社会インパクト投資タスクフォース日本諮問委員会副委員長、社会的投資促進フォー
ラムメンバー、日本ボランティアコーディネーター協会副代表理事、㈱ファンドレックス代
表取締役なども務める。JICA、外務省、米国NPOなどを経て2008年NPO向け戦略コンサル
ティング企業㈱ファンドレックス創業、2009年、寄付10兆円時代の実現をめざし、日本ファ
ンドレイジング協会を創設し、2012年から現職。認定ファンドレイザー資格の創設、アジア
最大のファンドレイジングの祭典「ファンドレイジング日本」の開催や寄付白書・社会投資
市場形成に向けたロードマップの発行、子供向けの社会貢献教育の全国展開など、寄付・社
会的投資促進への取り組みなどを進める。
　2004年米国ケース大学Mandel Center for Nonprofi t Organizationsにて非営利組織修士取得。同年、インディ
アナ大学The Fundraising School修了。
　著書に「ファンドレイジングが社会を変える｣「NPO実践マネジメント入門（共著)｣「Global Fundraising
（共著)｣「寄付白書（共著)｣「社会投資市場形成に向けたロードマップ（共著)」などがある。
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大震災がありました。私の実家も残念ながら少
し被災しましたが、幸いにして家族は無事でし
た。しかし、6,000人を超える方が亡くなられ
ました。その後、NPO法が1997年にできまし
た。2000年代に入って社会起業家といわれる人
たちが出てきて、NPOでも、ソーシャルビジ
ネスでも、民間で地域や社会の課題を解決しよ
うといういろいろなプレーヤーが出てきたので
す。
ところが2000年代、その人たちを見ていて思
いました。だんだんいい仕事をしていって、何
となく肉は付いてきたのですが、血が流れてい
ないのです。つまり、お金が流れていないので
す。だから、事業が続かずに、ばたばたと倒れ
ていきました。あるいは、全くスケールしてい
きませんでした。だから、｢武士は食わねど高
楊枝」という言葉があるように、あまり「お
金、お金」と言うのはちょっといやらしい感じ
がしますが、そろそろ誰かが社会イノベーショ
ン、社会の問題解決とお金というテーマに向き
合わなければならないのではないかということ
で、先ほど申し上げた日本ファンドレイジング
協会を立ち上げました。

２．協会の活動

日本ファンドレイジング協会は当初、NPO
やソーシャルビジネス支援から入りました。実
は今まで私はコンサルティング会社も経営し
ていて、150以上のいろいろな法人のコンサル
ティングをやってきています。主に資金を集め
ることに関するコンサルティングをやってきて
います。クライアントには自治体の方が何団体
もいらっしゃいます。最初はNPO、ソーシャ
ルビジネスから入りましたが、ファンドレイジ
ングの話を彼らにどういうふうにしていこうか
ということで、次のような順番になりました。
まず、｢ファンドレイジング・日本」という

場をつくりました。これは何かというと、ファ
ンドレイジングは社会問題解決のために共感を
得ながら財源を得ていく行為です。最近ではふ
るさと納税などで集めている自治体ももちろん
ありますし、NPOやソーシャルビジネスの場
合もあります。こうした共感を得ながらお金を
集める成功事例を一同に集めるイベントをしよ
うと思ったのです。

実は、約１か月後の３月17～18日、東京で行
います。約70のセッションがあって、120人を
超える登壇者がいます。それぞれの法人にとっ
て飛躍の種に当たるようなさまざまな事例や経
験を共有していく場です。２日間のイベントな
のですが、昨年は1,400名が集まりました。ア
ジア最大のファンドレイジングの祭典です。
こういうことをしようと思ったのも、多分
皆さんそうだと思うのですが、NPOでもソー
シャルビジネスでも行政でも、お金を集めるこ
とは何となく気が重いではないですか。そうい
うところでもし、こうすべきだとか、ああすべ
きだとか、こうしなくては駄目とか、これを全
部こうしないと自治体が倒れますとか、やらな
いと駄目だというプレッシャーのようなものが
あると、やる気が起きないと思ったのです。
だったら、逆にわくわくするような成功事例
を一同に集めてしまって、２日間シャワーのよ
うにその事例を聞いているのです。２日目が終
わると、何かやってみようという気がします。
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俺でもやれるかなという気がします。その人に
合った事例が必ず見つかる場をつくろうという
ことで始めました。自治体の方も結構いらっ
しゃいます。これからの自治体経営を、共感を
マネジメントしながらやっていこうと考えて参
加される方は結構いらっしゃいますので、もし
よかったらぜひいらっしゃってください。
こういう場所をつくりながら成功事例をどん
どん共有していくのですが、もちろんそれだけ
ではなかなかファンドレイジングはうまくいき
ません。やはり体系的に論理的に押さえなけれ
ばならないこともあるということで、認定ファ
ンドレイザーという資格制度を2012年に始めま
した。全国で3,500名を超える方がこの研修を
受けて、1,000名を超える認定・准認定ファン
ドレイザーが生まれています。これは普通の企
業経営とは少し違います。
普通の企業経営は、例えばここにクリッカー
があります。これは商品です。いい商品を作れ
ば売れて財源、収入になります。しかし、例え
ばNPOやソーシャルビジネス、行政もそうか
もしれませんが、例えば難民支援をしている団
体があったとします。難民支援を支援して、い
いサービスをやればやるほど赤字になるのです。
なぜなら、難民からお金を取れないからです。
難民にパンを渡すたびに「５ドルください」と
言ったら怒られますよね。そういうことはでき
ないので、玉突きでどこかからお金を引っ張っ
てくることが必要です。
行政は今まで、予算を要求して獲得する、あ
るいは徴税して行うことができましたが、それ
ではもう回らなくなってきていることが一つの
課題です。税金だけでは全てをできません。で
は、玉突きで持ってくるにはどうしたらいいか
ということで、普通のMBAなどを勉強しても
分かりませんよね。共感性を商品化してお金を
募っていくプロセスは少し違うではないですか。

それを体系的に学ぼうというのが認定ファンド
レイザーという資格制度です。

同時にもう一つ取り組んでいるのが子どもた
ちの社会貢献教育、寄付教育です。これも皆さ
ん、自治体の未来を考えるときにぜひ考えてほ
しいと思っています。どういうことかというと、
世界中で子どもの頃から、社会のために自分た
ちが役に立つための教育をしているのです。ボ
ランティアや寄付など、できることは一人ひと
りたくさんあります。自分が企業で仕事をして
いて、税金を納めたらあとは何もしなくていい、
行政がやってくれるはずだというパラダイムが
今まで割とあったかもしれませんが、これから
は一人ひとりが共助で支えなくてはいけません。
これを世界ではフィランソロピー教育といいま
す。日本語に直すと社会貢献教育です。
このフィランソロピー教育で大事だといわれ
ていることは、多様な価値観でいいということ
です。例えば子どもの貧困のために社会貢献し
たい、環境のために社会貢献したいなど、いろ
いろあっていいのです。自分の価値観でいいの
です。その価値観に基づいて何か社会貢献をし
て、子どもたちが達成感を持つことが大事なの
です。やってよかった、感謝されたという機会
をどれだけつくって、子どもたちの１回目の社
会貢献の原体験を成功体験にするかということ
がものすごく大事だと世界的にいわれています。
この１回目が逆に失敗体験だと、一生やりたく
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なくなってしまいます。
この社会貢献教育は、日本で今どうなってい
ると思いますか。私の子どもは、東京で普通の
学校に通っています。学校の先生に「社会貢献
教育をやっていますか」と聞くと、｢やってい
ます」と先生は言います。どんなふうにやって
いるのかと聞くと、ある日、校長先生が全校
生徒の前に立ちます。｢皆さん、うちの学校で
は○○という団体に寄付することになりまし
た。玄関に募金箱があります。全校生徒、入れ
るように」と言うのです。これは、現代の話で
す。１週間後に集まりが悪いと、｢集まりが悪
いです」と言います。これでは、自分で選んで
貢献したという達成感がないわけです。下手を
したら税金よりたちが悪いです。学校の先生が
寄付したいところに寄付を集めているだけです。
こういう原体験をした子どもたちが大人になっ
たとき、自分で社会貢献をすることに対してな
かなかポジティブになれない人が出てくるのは、
そういう要因もあるのだろうと思います。
私たちはこういう中で、子どもの頃からわく
わくするような社会貢献の原体験をつくるため
に、全国150教室ぐらいのプログラムを展開し

ています。そういうこ
とを通じて地域を支え
る未来の人材を子ども
のうちから育てていく
ことが大事だと思って
います。

３．変わりつつあるお金の流れ

こうしたことをしながら、社会のお金の流れ
は最近変わりつつあると思っています。その変
わりつつある流れを二つ紹介したいと思います。
一つ目が、休眠預金です。これは、これから
の地域社会にとって非常に大きな可能性のある
お金だと思います。私どもも休眠口座国民会議

という全国的なネットワークをつくって、超党
派の議員連盟を国会でつくっていただいて、法
律が一昨年成立しました。
皆さん銀行にお金を預けておられると思う
のですが、あれは10年たつと休眠預金になっ
て、ATMで下ろせなくなります。しかし、例
えば20年後にたんすから預金通帳を見つけても、
ちゃんと払い戻しはしてくれます。ですが、こ
の休眠預金は今までどうなっていたと思います
か。新たに休眠預金になるお金は毎年1,200億
円あるのですが、これが銀行の利益になってい
るのです。銀行の利益になっている休眠預金を
何か社会問題の解決に生かしていこうという法
律が一昨年通りました。このお金が来年から流
れていきます。
使える分野としては、一つは子ども・若者の
支援、もう一つは障がい者や高齢者など困難な
状況にある人の支援、それから地域の活性化で
す。これは自治体に配布されるお金ではあり
ませんが、地域でNPOやソーシャルビジネス、
社会問題の解決をしようとする人たちに対する
新しいチャレンジへの支援として、いよいよ
2019年から流れ始めます。毎年最大500億～700
億円が地域活性化のために使われる可能性があ
ります。こうしたお金を使ってどういうふうに
地域の問題解決に取り組んでいくのかがこれか
らの重要な事業だと思います。
二つ目に、遺贈寄付がすごいことになってい
ます。遺贈寄付とは、お亡くなりになったとき
に、遺言を基に相続財産の一部が寄付になるも
のです。大きなNPOではこれが数年間どんど
ん伸びてきています。高齢化になってきている
こと、あるいはお子さんがいらっしゃらない方
が増えていることが要因だと思います。私は、
遺贈寄付というものがこれからの日本社会の寄
付の状況を大きく変えるのではないかと思って
います。
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どんな状況になっているかといいますと、遺
贈寄付は人生の集大成の社会貢献であるわけで
すが、これを目指している方がどのくらいいる
のか、われわれは調査しました。40歳以上の男
女で、一部でも社会貢献のために寄付してもい
いと思っている人は21％います。しかし、実際
にできている人は0.1％もいないのです。寄付
先が見つからないし、どうしたらいいのか分か
らないのです。だから、寄付したかったと思い
ながらも、そのまま亡くなっている方がたくさ
んいらっしゃると思います。
そこで、このままではいけないということで、
１年ちょっと前に全国レガシーギフト協会とい
うものを立ち上げ、全国16か所に無料・中立の
相談窓口をつくってみました。日本経済新聞
や産経新聞、NHKのクローズアップ現代など、
いろいろなところで紹介されたので、ご存じの
方もいらっしゃるかもしれませんが、専門家向
けの研修をしたり、いろいろ取り組んでみまし
た。
すると、相続で寄付したいという相談が１年
間で1,400件を超えました。医者や経営者をし
ていたという人はいますが、多くは全く名もな
い地域の高齢者です。これだけ真剣に地域の未
来を考えている高齢者がいるのかというのは驚
愕でした。相談は16か所で受けていますが、私
たちファンドレイジング協会も窓口になってい
ますから、今まで40件ぐらいお電話を頂いてい
ます。電話相談を受けていると、町を歩いてい
るお年寄りを見るたびに何か優しい気持ちにな
ります。この人もそうかもという気がしてくる
ぐらい、実は遺贈寄付の可能性が高まっている
という感じがします。
ちなみに皆さん、相続は１年間で幾らぐらい
あるかご存じですか。人間が亡くなると必ず誰
かに相続が起こります。子どもがいなければ国
庫に入ります。相続は１年間に幾らぐらいある

と思いますか。答えは37兆～63兆円です。国家
税収とほぼ同じぐらいあります。これだけのお
金が、相続で誰かから誰かに毎年流れているの
です。お子さんがいらっしゃらない方が増えて
いて、21％は社会貢献してもいいと思っていて、
実際に0.1％しかしていないのです。
ただ、私は電話を受けていて思うのです。自
治体にお金がないから、地域にお金がないから、
NPOが困っているから遺贈寄付ではないので
す。やはり、一人ひとりの人生の集大成として
何かしたいと思う気持ちが実現しないまま終
わっていることを何とかしなければならないと
いうことが、これからとても大事なのではない
かと思います。

４．日本の未来を信じていますか

現在私がやっていることを少しお話しながら、
社会の新しいお金の動きの話をしました。ここ
で皆さんに問いです。皆さんは日本の未来を信
じておられますか。日本には少子高齢化、財政
赤字など問題がたくさんあります。日本の未来
を皆さんは信じていますか。

人口ピラミッドをよく目にすると思います。
1980年と2030年を比較すると、やはり強烈な印
象を受けます。ちなみに2030年の一番下が三つ
に分かれているのは、出生率の推計が一番悪い
ケースから一番いいケースまで分かれているか
らで、大体いつも一番悪いケースで推移してい
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るから、こうなる可能性があるということです。
こうなる社会をどうするのかというときに、
やはり今までと同じやり方では駄目なのです。
だから、いろいろな可能性がある中で、課題先
進国といわれている日本をどうやって課題を解
決できる先進国にしていくかが大事なのだと思
います。課題先進国を課題解決先進国にするた
めには、いろいろな発想があると思います。今
はAIなどいろいろいわれています。そういう
ものを活用するなど考え方はいろいろあると思
います。
でも、私が大事だと思っているのは、社会の
ために役立ちたいと考えている人が増えている
ことです。内閣府の調査では、昭和49年から
毎年、｢あなたは社会のために役立ちたいです
か」と聞いていて、近年は７割近い人が「役立
ちたい」と答えているのです。バブルの頃は５
割ですので、明らかに国が変わってきているの
です。まだ顕在化していないだけなのですが、
幾つかの事例では顕在化していると思います。
ただ、マクロで捉えるとすれば、こういう状
況の中で戦略的にどう考えていくかということ
が自治体経営でも欠かせなくなってきます。人
をどう巻き込んでいくのか、どう共感を得てい
くのか、それを経営資源にどう変えるのかとい
うことです。｢そんなこと言うけど、日本には
寄付文化がないでしょう」とよく言われます。
日本人は寄付しないというのです。皆さんはど
う思いますか。それはイエスでもあり、ノーで
もあると思います。

「33⇒78⇒45」というのは、日本人で１年間
に１回以上寄付している人の割合（％）です。
私たちは「寄付白書」というものを発行してい
るのですが、その中から調べたところ、2009、
2010年は日本人の大体３人のうち１人が１年間
に１回以上寄付していました。そして、2011年
に東日本大震災がありました。あの年にお金や
物資を寄付をした人は78％でした。恐らく弥生
時代までさかのぼっても、これだけ日本人が一
度に寄付したことはないでしょう。日本人が一
斉に寄付したのです。
そのときに、いろいろな人が「一過性でしょ
う｣「このときだけでしょう」と言いました。
そのとおりです。しかし、2012、2014、2016年
と調査を続けると、寄付者の割合は45～48％で
推移しているのです。これはどういうことか。
震災を経て78％の人が寄付した後、１割強ぐら
いは日本の寄付文化が進化したといえるのです。
実際、自分で何かしなければならないと思った
方が、この時期にすごく増えたともいわれてい
ます。
皆さんの中にも神戸の震災を経験された方が
いらっしゃると思います。このときは130万人
のボランティアが活動しました。恐らくこれだ
け一斉にボランティアがいたことは日本にはな
かったかもしれませんが、このときも多くの人
が「一過性だよね｣「ボランティアなど欧米の
もので日本には定着しない」と言っていました。
その後、どうでしょうか。今では、ボランティ
アは企業でも学校でもみんなあるではないです
か。ボランティアすることがすごく当たり前に
なっています。熱心にみんなやるではないです
か。やはり経験することによって日本は変わっ
ていくという気がするのです。そこが日本の強
みだという気がします。
神戸の震災のとき、いろいろなメディアで
「ボランティア元年」といわれました。東日本
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大震災の後、日経新聞、朝日新聞をはじめ社説
やコラムで使われたキーワードとしてご記憶の
方もいるかもしれませんが、いろいろなところ
で「日本の寄付元年ではないか」といわれまし
た。日本のボランタリズムは神戸の震災で変化
し、日本の寄付文化は東日本大震災で変化し始
めてきているといえるかもしれないと私は思っ
ています。
個々の施策を考える上で、まずマクロで全体
の動きを捉えることがとても重要だと思ってい
るので、まずは全体のトレンド、マーケットの
動きについてお話ししました。

５．ファンドレイジングとは

ここからもう少しファンドレイジングについ
てお話しします。ファンドレイジングとは、先
ほど申し上げたとおり、共感を得ながら資金を
得ること、税金以外のお金を応援してもらいな
がら物事を解決することです。
私はJICAに17年間いて、39歳で起業して
ファンドレイジング協会をつくったのですが、
当時は子どもがまだ小さかったのです。NPO
を支援する団体というのは、とても食べていけ
なさそうではないですか。ですから、いろいろ
考えました。先ほど「イノベーションとお金に
向き合う」などとかっこいいことを言いました
が、それでは妻を全く説得できません。ですか
ら、私は２年ぐらいかけて、本が書けるぐらい
戦略的に妻を説得し、最終的に起業しました。
民から民への考え方で問題を解決する時代を
つくろうと思っていましたから、起業するに当
たってファンドレイジングとは何なのかと自分
できちんと向き合うことが必要で、結論が出な
いままやるのは怖いではないですか。ですの
で、世界中いろいろな人に聞いて回ったのです。
ファンドレイジングとはそもそも何ですか。
そうしたら、あるところでこういう話を聞

きました。アメリカなのですが、あるNPOの
ファンドレイザーの方で、日本でいえば広報部
長のような方です。地域社会からものすごくた
くさんの寄付を集めておられる団体がありまし
た。その団体のセミナーで自分の団体の紹介
をしているときに、会場から聞かれたのです。
「どうしてあなたの団体はそんなにたくさん寄
付が集められるのですか｣。そうしたら彼女は
「私は寄付をお願いしたことはありません」と
答えたのです。めちゃくちゃ集めているのに、
彼女はこう言ったのです。
彼女の団体は、DVなど困難な状況にある地
域の子どもたちのために活動している団体でし
た。｢私たちは、地域の子どもたちの置かれて
いる状況について、地域社会の大人たちに説明
して共感してもらっているのです。その共感し
てもらった人たちに対して、解決策を提案して
います。その解決策は私たちの団体が持ってい
る解決策もあるけれども、同時にあなたはどん
な役割を果たせますかという解決策を提案して
います。共感と解決策の提案の二つをひたすら
繰り返しているのです｣。そういう意味で、彼
女が「寄付をお願いしたことはない」と言うの
は、｢じっとしていた」という意味ではなくて、
「いろいろな人に話しているのだけれども、単
に寄付をくださいと言って回っているわけでは
なく、提案してもらっているのです」と言って
いたのです。
そうしたら、会場から別の人が手を挙げま
した。｢では、共感と解決策の提案をしたら必
ず寄付が集まるのですか｣。そうしたら、彼
女は「駄目なときはあります」と答えました。
「『共感するけど、その解決策とは違うかな』
『その解決策はいいと思うけど、ちょっとタイ
ミングじゃないかな』とか、気持ちが乗らない
とか駄目なときは幾らでもあります。でも全然
構わないです。なぜならこのプロセスは社会を
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変えているではないですか」と言うのです。こ
れはどういうことだと思いますか。
彼女の団体は、家庭でDVに遭っていたり、
いろいろな問題のある子どもたちに対して、放
課後に学校でいろいろなプログラムをしてあげ
ていたのです。学校で行いますから、学校の施
設を貸してもらって、行政に補助金でももらえ
たら事業はできます。だけど、この子たちの人
生は教室で終わらないではないですか。教室が
終わったら、道を歩いて、バスに乗って、地域
に帰って、週末は地域社会で過ごして、将来は
地域社会で就職していくのです。一人でも多く
の大人たちがこの子たちの状況を知ってくれて
解決策を知ったら、そのとき何かしなくても、
人生のどこかでこの子たちのために何かしてく
れるかもしれません。ひょっとしたらその人が
会社の人事面接で、そういう子たちが目の前に
来たときに「俺が引き受けるから採用してやろ
う」と言うかもしれません。｢私たちの仕事は、
この教室で子どもたちのためのプログラムを
やって半分、社会の人たちが共感して将来何か
この子たちのために動いてもらう環境をつくっ
て半分です。これで子どもたちが全体として幸
せになるのだから、断られようが何をしようが
関係ありません。このプロセス自体に意味があ
るのです」と話していました。
私は、ファンドレイジング・日本という場を
つくっています。年に１回、日本中のファン
ドレイジングの成功事例を一同に集めていま
す。ユニセフや赤十字のように、多くの寄付を
集める団体は、広告代理店を使って大々的に宣
伝すればいいので別ですが、地域でしっかりと
した活動をして、ファンを増やしている団体は
みんな一緒で、共感と解決策の軸がものすごく
メッセージとしてしっかりしています。だから、
ファンが増えるのです。かつ、その人たちがお
金だけではなくて、いろいろな形で地域づくり

に絡んでいます。この共感と解決策が何なのか
ということに向き合うのがファンドレイジング
にとってとても重要だと思います。

６．共感の連鎖

私もいろいろなファンドレイジングのキャン
ペーンをしている中でいろいろな出会いがあり
ました。その中で、こんなこともありました。
あるとき、耳の聞こえない子どもたちのための
夢の学校をつくろうというキャンペーンがあり
ました。耳の聞こえないお子さんたちは、基本
的にろう学校へ通います。ろう学校では、口パ
クで話す口話の練習をするのですが、全く聞こ
えない子には結構難しかったりします。あるい
は、とても脳みそが柔軟でいろいろ吸収できる
小学生時代に、朝から晩までずっと「あー」
「いー」と言っているわけです。本当は社会も
国語も勉強したいけれども、なかなかその時間
が取れないという問題があって、ヨーロッパや
アメリカ、カナダでは手話を中心とするバイリ
ンガル教育をしています。日本にはそういう学
校がないので、父母の会たちがボランタリーに
そういう学校をつくろうと考えたのです。そう
したら、当時の小泉政権下で特区認定され、特
区内で学校法人にしていいことになりました。
ところが、東京都から少しだけ厳しいことを
言われました。４か月以内に4,000万円の寄付
を集めてくださいと言われたのです。でも、父
母の会ですから、今まで１円も集めたことがあ
りません。そこで、何とか寄付を集めていこう
ということになりました。たくさんアピールし
たり、新聞にもちょっと紹介していただいたり
しました。
そうしたら、福岡からお手紙が来たのです。
10万円の寄付と一緒に届きました。実はその
キャンペーンでは、今風にいえば炎上というの
でしょうか、｢それは親のエゴではないか」な
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どと結構たたかれていたのです。かなりへこん
で、設立は駄目かもしれないと思っていたとき、
理事のメンバーが集まる会議に行ったら、みん
なそこでぼろぼろ泣いていたのです。どうした
のかなと思ったら、その手紙を読んでいて、10
万円の寄付と一緒に送られた手紙の中に、｢こ
んなにいい寄付の機会をありがとうございま
す」と書いてあったのです。九州のお年寄りか
らの手紙でした。それを見てぼろぼろ泣いてい
るのです。そして、私たちは最後まで絶対諦め
ないという話になって、結局４か月で7,000万
円集まり、学校法人ができました。今でも品川
にその学校があります。その後、中学校もでき
ています。これは民間の人たちで動いたのです。
それは共感のお金が単に右から左に動いただ
けではなく、そこに思いが乗っかったときに、
受け取った側にエネルギーが生じたり、出し手
側が学んだりすることが起きているのです。で
すから、社会のお金の流れの動きとしては１だ
けれども、そこに二つも三つもエネルギーが生
まれることが、共感のお金の一つの重要な部分
ではないかと私は思います。
似たような話が途上国でもありました。バン
グラデシュで支援しているあるNGOに聞いた
のですが、｢途上国で職業訓練をしたら、ちっ
とも言うこと聞いてくれない。一生懸命やって
いるのに大人たちが職業訓練なのにサボる。貧
困のスラムでやっているのに、みんな真面目に
やってくれない」というのです。
あるとき、｢実はこの活動の原資は、日本の
子どもやお年寄りの100円、1,000円、１万円の
寄付で成り立っているのです」という話をした
ら、みんな目の色が変わったと言います。｢今
までは、きっとODAや国連のお金を使って仕
事としてやっているのだろうと思っていたが、
いろいろな人が支えてくれてこの事業をやって
いるのであれば、自分たちもしっかりしなけれ

ば」ということで、急にみんなやる気になった
という話を聞きました。だから、共感の連鎖が
起きることが一つのポイントなのだろうと思い
ます。

７．ファンドレイジングの事例から考える

今までお話ししたのは、社会全体の流れです。
少子高齢化、財政赤字ですけれども、社会のた
めに役に立ちたい人が７割という時代でもあり
ます。そういう中で、寄付の雰囲気も少しずつ
出てきました。休眠預金も動きますし、遺贈寄
付の可能性もあります。そういうことが周りで
動き始めています。その中でファンドレイジン
グというのは共感による解決策だと話しました。
ここでファンドレイジングの事例について考
えてみます。今回、研究会の皆さんもそういう
研究をされてきたと聞いていますが、日本で注
目すべき社会の新しいお金の流れには、どうい
うものがあると思いますか。税金以外のお金の
流れで社会の問題を解決していくものにはどう
いうことがあると思いますか。行政だけでは
なく、NPOや大学など幅広く考えてください。
日本で社会の問題を解決するためにお金が流れ
ている成功事例として、今どんどん動いている
新しいお話にはどんなものがあると思いますか。

― 参加者同士で雑談 ―
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まず、ふるさと納税や基金などがありますよ
ね。ふるさと納税は皆さんもご案内のとおり、
急激に伸びています。数年前は300億円だった
のが今は3,000億円です。この数年間での伸び
は確かにすごいです。でも、ふるさと納税は返
礼品競争の議論があります。先ほど、あるグ
ループで聞いた話があるのですが、触りだけお
願いします。

（研究員：廣田氏）後の研究員の報告会でも発
表するのですが、東京都文京区ではふるさと納
税を財源として、子どもの貧困対策で「こども
宅食プロジェクト」を行っています。特に返礼
品などは設けていないのですが、子どものため
にということで共感が集まって、多額の寄付を
集めているということだったので、今おっしゃ
られた内容に当てはまってくると思います。

（鵜尾）今回、研究会の皆さんは、自治体の通
常の枠組みから半歩出たところでどうやってお
金を集めるために動いているかということをま
さに研究されています。
文京区の例がありましたが、少し違う例を申
し上げると、私が実際に関わったプロジェクト
で墨田区のすみだ北斎美術館のプロジェクトが
あります。これも元々は16億円の予算で組んで
いたら、オリンピックが近くなってきて、東日
本大震災もあって、高騰してしまい、入札価格
が36億になってしまって、議会が「高過ぎる」
としてゴーを出さなかったのです。そこで、区
長が通すために「５億円の寄付を集めます」と
言ってしまったのです。終わった後、課員全員
が顔面蒼白になりました。というのも、北斎美
術館は結構反対運動があったのです。｢なぜ墨
田区がこれを建てるのか。世界の北斎美術館な
ら文化庁でやればいい。それよりも子どものた
めにお金を使ってほしいい」という感じだった

ので、とても寄付など集められない雰囲気でし
た。
でも、５億円を集めなければならないのであ
れば、発想を変えて、この美術館があったら地
域が元気になるというパラダイムに変えようと
戦略を組んだのです。そして、逆転の発想で、
北斎×○○アイデアコンテストみたいなものを
始めたのです。例えば「北斎×ヨガ」といって、
葛飾北斎の絵のポーズでヨガをする女性も出て
きました。そうして「北斎×○○」で何百件と
いうアイデアが集まり、みんなでアイデア発表
会を開いたらとても盛り上がったのです。そう
したら空気ががらっと変わって、｢美術館がで
きるのは楽しいのではないか」という雰囲気に
なりました。
結局、２年間で５億円集まりました。小さな
美術館なのですが、来場者は、当初の１年間で
集める予定だった数が４か月で集まりました。
すごい数のファンが寄付していたので、みんな
が人を連れて来るのです。だから、お荷物で悩
ましかったプロジェクトがいつの間にかシンボ
ルプロジェクトで地域活性化のハブになりまし
た。だから、ふるさと納税にはそういう展開も
あるのです。
クラウドファンディングというのは世界的な
ムーブメントで、オンラインで目標を明示して、
お金が集まったらプロジェクト達成するという
ことで、何らかの返礼があるというタイプのプ
ロジェクトです。実際にいろいろなプロジェク
トが出てきています。クラウドファンディング
が日本で実際に始まったのが2011年で、割と新
しいのです。それまでの日本の寄付のイメージ
は、釣り銭型寄付です。お金を募金箱に入れて、
達成感はあまりないし、何ができたか分かりま
せん。でも、クラウドファンディングでは、こ
れだけの金額が集まったらこれができるという
ことがものすごくはっきりしていて分かりやす
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いのです。

ちなみに、｢陸前高田市の空っぽの図書室を
本でいっぱいにしようプロジェクト」は、震災
直後に最初にReadyfor（レディーフォー）が
立ち上がって、割とすぐに始まったプロジェク
トで、金額はそれほど大きくありません。津波
で流されてしまった子ども図書館があり、それ
を本でいっぱいにするためには200万円要ると
いうことで始めました。Readyforをまだ誰も
知らないときだったのですが、２日で200万円
集まり、結局は800万円以上集まった時点で止
めました。
このプログラムでは、１万円を寄付したらど
んな特典が付いたと思いますか。それが初めに
ブレークした理由となりました。皆さんがその
課の担当者として、その特典を決めなければな
らない立場にいたとします。何を特典にします
か。
このときの返礼品は、１万円を寄付した人が
図書館に入れる本を１冊指定できたのです。誰
しも人生の中で、子どものときから人生を変え
られた本があると思います。本を指定したら、
自分の名前を書いてその図書館に置いてくれた
のです。これがとても広がった理由です。
皆さん、考えてほしいのです。本がそこに
あって、１万円を寄付した人は次に何をすると
思いますか。そこに行くのです。図書館が回復
したらみんなが行って、地域にお金を落として、

またそこがある意味古里になるわけです。そう
いう関係性をつくる一つの象徴になったと思い
ます。
クラウドファンディングでふるさと納税を仕
掛けていくとすると、皆さんご存じだと思いま
すが、日本最大手のポータルサイトである「ふ
るさとチョイス」があります。これは、課題解
決型のプロジェクトが上がっている非常に分か
りやすいサイトで、さまざまなプロジェクトが
既に出てきています。
その中の事例を紹介しますと、広島県神石高
原町があります。人口が１万人を切る山間地域
で、限界集落率第４位という町です。そこで犬
の殺処分をゼロにするプロジェクトが立ち上が
りました。結論からいうと、寄付金は既に10億
円近く集まっています。返礼品は大したもので
はありませんが、殺処分ゼロを実現したいとい
うことで寄付が集まりました。実際、広島県は
2011年、全国ワースト１位の殺処分数だったの
ですが、2016年はゼロになりました。
これもある意味逆転の発想で、殺処分場であ
る愛護センターに届けられた犬全頭を引き取る
のです。そうすると、保護施設を建てるために
相当な敷地が要ります。実際2,000頭を預かっ
ているので、相当なお金がかかります。しかし、
神石高原町は山間地で、土地がたくさんあるの
で、ほとんど無料のような値段で場所を提供し
ていただき、そこに施設を造りました。
しかし、それだけではマッチングができませ
ん。ですから、寄付者にどんどん地域に来て楽
しんでもらえるようなアミューズメントパーク
のようなものを総務省の補助金も活かして別途
作りました。こういう地域活性化の予算はあり
ますから、そこに人が来てくれるような、イン
バウンドで来てくれるような流れや、ふるさと
納税した人がここに来てくれるような流れをつ
くりながら、全体としての解決を実現している
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例もあります。
あるいは、岡山県真庭市という、これもまた
山奥の自治体があります。こちらには元々、韓
国人の地域おこし協力隊員がいらっしゃって、
その方が古民家をインターナショナルゲストハ
ウスのようなものに改修するため、ふるさと納
税でプロジェクトを立ち上げられるように起業
のお手伝いをしました。これも非常に面白いプ
ロジェクトで、彼がいろいろなネットワークを
使っています。この地域では梨が取れるらしい
のですが、その梨でおいしいキムチを作れると
いう話になって、韓国から有名なキムチの料理
人を連れてきて、真庭の新しい地域ブランドと
してキムチを作ったり、こうした新たな息吹が
ここから生まれています。
しかし、もし彼が自分で起業して資金調達し
ようと思ってもなかなかうまくいきません。行
政としてお金を出しているわけではありません
が、ふるさと納税という行政の信用性も少しか
みながら仲介してあげることで、こういう起業
家が生まれていくという流れも全国的には生ま
れてきています。
こうした新たなタイプの資金調達がクラウド
ファンディングでも可能ですし、自治体の新し
いお金の流れとしてはソーシャル・インパク
ト・ボンドという新しいタイプの債券スキーム
もあります。
簡単に言うと、英国の事例なのですが、若者
が刑務所から出所しても、また犯罪を起こして
帰ってきてしまうという問題があります。１人
が帰ってくると、行政としては刑務所の管理代
で１人当たり年間1,000万～2,000万円の支出が
生じるとすると、再犯率が減れば将来の行政支
出が減ると考えられます。しかし、先行投資で
再犯予防のプログラムをするお金が行政にない
ので、このときはゴールドマン・サックスが10
億円を行政の事業に出資し、債券を買いました。

そのお金で行政がNPOに委託して、再犯予防
のプログラムを行います。
そうしたら、再犯率が15％下がれば、将来の
支出がどれだけ下がるかはっきりしますので、
減った分に合わせて、うまくいったらゴールド
マン・サックスに12億円を返すし、うまくいか
なければ７億円しか返さないということになり
ます。このように先行投資型で民間資金をてこ
にして返していくスキームが英国で始まりまし
た。日本でもこうしたスキームの導入が始まっ
ています。まだまだ小規模ですが、これは今後
の一つの課題だと思います。

８．共感を生み出す力

日本でなぜ民から民への資金や寄付を増やし
ていくことが必要なのかと私もよく聞かれます。
ややマクロの話になりますが、日本だけでなく
世界で、民から民へのお金の流れが必要だとい
われています。｢市場の見えざる心」という言
葉に似たような言葉は聞いたことがありません
か。｢神の見えざる手」を経済学で学びました
よね。
｢神の見えざる手」はアダム・スミスが提唱
した世界観です。『国富論』という本の中で、
国が豊かになるためには一人ひとりが利己的な
行動をして経済活動をしていれば、社会サー
ビスは市場原理で最適化され、利潤が最大化
し、経済が豊かになり、そこから税金を取って
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配分すれば国が豊かになるという世界観を提示
しています。アダム・スミスが生まれたのは今
から300年ほど前です。300年たって、イギリス
のＧ８サミットで出てきた議論が、｢市場の見
えざる心」がこれからは必要だということです。
「神の見えざる手」だけでは駄目なのです。
どういうことかというと、｢市場の見えざる
心」というのは、社会サービスにも競争が必要
だということです。今まで市場原理で企業の世
界は成り立っていました。行政は税金で公正公
平に配分していました。でも、社会サービスは
しているけれども、寄付や社会的投資がある意
味投票行動によって、社会サービスの中で最も
効果が出そうなものを選んでいくような社会に
なるためには、市場原理が働く社会サービスが
要ります。すると、｢市場の見えざる心」を機
能させる時代をつくらないと、先進国はみな限
界だという感じの議論になってきています。先
進国全てが高齢化、低成長、財政赤字で、今ま
でと同じモデルで高度成長を果たすことは、ア
ジアや中南米の新興国がこれだけ出てきたら、
もう無理だという議論になってきています。
そういう中で、共感性を生み出す力が、これ
から地域の問題を考える全てのプレーヤーに
とって重要なことだと思います。
私は、共感性とはドミノ倒しのようなものだ
と思っています。ドミノは５㎜のドミノから順
番に1.5倍の大きさのものを倒せるのです。そ
うすると、29個目には東京タワーと同じ高さの
ドミノを倒せます。これが共感性の連鎖であっ
て、最初のドミノは１人の自治体職員やNPO
代表者かもしれません。本当に解決したいこと
や共感メッセージを発せられる人がどんどんい
ろいろな人を巻き込んでいって、知らないうち
にどんどん大きな変化を生んでいくことがあり
ます。こうした連鎖を生める人がこれからの時
代にとても大事になってくると思うのです。

ところが、日本社会は今、ドミノに隙間が空
いてしまっているような感じなのです。だから、
共感でお金を集めていくという行為は、ある意
味でこの隙間を埋める人たちを募っていくこと
であり、それが地域の課題を解決していくのだ
ろうと思います。
安倍政権も「人生100年時代構想」と言って
いるように、100歳まで生きる時代になってき
たといわれています。そういう中で、リンダ・
グラットン教授が『ライフ・シフト―100年時
代の人生戦略』という本を書きました。今まで
は、勉強して、会社に入って、定年退職して、
幸せな老後が待っていました。しかし、100年
時代になるとそれだけでは回らなくなってくる
わけです。みんなパラダイムを変えなければな
りません。しかも、AIが入ってきて、仕事を
どんどん取られていってしまいます。
でも、彼女が言っていることが一つありま
す。AI時代になっても人間がコンピューター
に絶対負けない力が三つあるのです。一つ目は
創造力、二つ目は問題解決力、そして三つ目は
共感力です。人が人に共感することだけはコン
ピューターはまねができません。私たちがこれ
からの時代、こういう共感を巻き込みながら地
域の課題を解決する流れそのものは、これから
の子どもたちが国際社会で通用する人になって
いく上で必要な要素だと思います。
そういう中で、今日はこれからの時間、いろ
いろな事例が出てきますので、その中で、地域
の未来を変える新しいお金の流れをどうつくっ
ていけばいいのか、地域や子どもたちの未来を
どういうふうに考えていったらいいのかを皆さ
んと一緒にぜひ考えていければと思っています。
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（保田）五つの研究班の発表を聞いていただい
たのですが、これらは研究の成果発表という形
を取っています。このメンバーの方々は15名ぐ
らいいるのですが、それぞれの持ち場で、恐ら
く頭の片隅にクラウドファンディング、ふるさ
と納税、ソーシャル・インパクト・ボンドを置
きながら、この１年間仕事をしてこられたと思
います。
その中で、枚方市で実際にクラウドファン
ディングをやりたいという一般社団法人が現れ
ました。今日は研究員の一人である難波さんが
その枚方市にいらっしゃるということで、行政
としてどういう対応を取ったか、実際の事例を
皆さんと共有することで研究会にもうひと味加
えた後、パネルディスカッションに進みたいと
思います。

「クラウドファンディング実践を通して

 『市』が得られるもの」

 難波　英太郎 氏（枚方市産業文化政策課）

私は本研究会をきっかけに、今年度実際に民
間事業者が行うクラウドファンディングを市と
してバックアップするプロジェクトを行ったの
で、そのことを簡単にご紹介し、そのプロジェ
クトに対して市がどのように関わったのか、そ
して何を得たのかを、担当者としての所感も含
めてお伝えしたいと思います。

プロジェクトは、一般社団法人淀川ブランド
推進協議会が主体となり、日本酒の商品開発を
行う、いわゆる購入型のクラウドファンディン
グです。プラットフォームについては、今回は
枚方や淀川の地域を活性化するプロジェクトな
ので、地域に特化してさまざまなまちおこしや
地域の名産品を生むプロジェクトを多く扱って
いるFAAVO大阪にお話しをし、期間は昨年12
月末から今年２月28日までクラウドファンディ
ングを実施しています。

江戸時代に淀川流域で親しまれていたお酒を
現代版としてよみがえらせるというコンセプト
のもと、目標金額を50万円に設定したのですが、
おかげさまで当初の想定よりも広がりがあり、
先ほど昼休みにチェックしたら110万円ほどの
寄付が集まっていました。２月末まで、まだま
だ資金を募集している状況です。
淀川ブランド推進協議会は昨年６月に設立さ
れたばかりの団体なので、淀川のブランド化に
向けた自分たちの活動がまだ広く認知されてい
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ないという課題を持っていました。そこで、ク
ラウドファンディングをインターネット上で行
うことにより、情報発信しながら日本酒の商品
開発を行うという、自分たちの活動を見える形
で取り組むために、クラウドファンディングの
プロジェクトを始めました。
私は観光を所管する部署に所属しています。
観光施策の推進において評価指標、KPIの設定
などに役立つ数値やデータが不足していること
に頭を抱えていました。
そんな中、クラウドファンディングは幾ら集
まったかという支援金額はもちろんのこと、支
援者数などさまざまな分析データが入るので、
市としてこのプロジェクトに関わっていくこと
になり、人的支援と広報支援に絞って関わりを
持つことになりました。

市が行った人的支援は、日本酒を醸造するた
めの米の手配から始まり、クラウドファンディ
ングのページに市長応援コメントを掲載する手
続きをとったり、江戸時代に親しまれていたお
酒に関連した史実の確認をとったりと、基本的
には役所内での様々な調整をしました。また、
担当者として一番大変だったのは、クラウド
ファンディングのページに掲載する文章の校正
です。タイトなスケジュールの中、FAAVO大
阪を含め民間事業者のスピード感についていき
ながら、行政として誤解の生まれないような文
章の表現にするよう淀川ブランド推進協議会と
何度も調整をしました。

市が行った広報支援としては、広報紙や市
ホームページ、そしてプレスリリースなど、市
の広報媒体を存分に活用した支援を行いました。
一方で、今回の主体となる淀川ブランド推進
協議会は、市役所の支援がなくとも事業自体は
実施できたのですが、なぜ市に支援を求めてく
ださったかというと、一番大きいのは市が関わ
ることによって高まる信頼性です。クラウド
ファンディングは誰でもプロジェクトをネット
上に発表できるものなので、多数のプロジェク
トがある中、安心して寄付していただくために
はプロジェクトの信頼性がかなり大切になって
きます。市が関わることによって、プロジェク
トの信頼性が増し、多くの支援を得ることに繋
がったのではないかと感じています。
また、淀川ブランド推進協議会は市の広報力
についても期待してくださいました。実際、市
からプレスリリースを発信すると、新聞やネッ
トなどの各メディアに想定以上に取り上げてい
ただいて、プロジェクトの周知と支援に繋がっ
たのではないかと実感しています。
最後に、このプロジェクトを通して市として
何を得たかをお話しします。クラウドファン
ディングは、インターネット上での情報発信を
通してまちのPRになる他、行政として有用な
分析データを入手することができます。支援金
額や支援者数はもちろんのこと、支援者の出身
地などを見ることもできます。また、クラウド
ファンディングでは、支援した方は応援コメン
トを書いていただくことになっているのですが、
今回も「枚方の歴史あるお酒の復活に期待して
います」という地域に対する応援メッセージを
くださる方や、｢早くこのお酒を飲みたい」と
いうように、枚方にあまり縁はないけれどもお
酒を商品として見て支援していただいている方
などから様々なコメントをいただいています。
それらのコメントを属性で分けることによって、
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支援者の関心やニーズの分析につながります。
このようにクラウドファンディングを行うこと
で、市として施策を推進する上での参考となる
分析データを多々入手することができます。
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また、クラウドファンディングを通して「枚
方」の取り組みが全国に発信されることで、広
く効果的なプロモーションになり、多くの人に
枚方の取り組みを知っていただくことができま
した。クラウドファンディングはプロモーショ
ンの一助になるということを改めて実感いたし
ました。今回のプロジェクトは２月末まで実施
中ですので、事後の分析はまだできていないで
すが、今後も資金調達としてだけでなく、プロ
モーションやマーケティングの手法としてクラ
ウドファンディングをどんどん活用していきた
いと考えています。

（保田）通常こういう研究会をすると、報告書
を作ることが最終目標になってしまったりする
のですが、実際今回はFAAVO大阪さんにプレ
ゼンテーションを頂いて、そういう視点を得た
上で偶然にも実際にプロジェクトを進めること
ができて、最後にここで皆さんと果実を共有す
ることができたのは非常に良かったのではない
かと思っています。
この後の進め方なのですが、まず鵜尾さんか
ら五つのプレゼンテーション、あるいは最後の
事案を含めると六つになるかもしれませんが、
それについての簡単なコメントを頂いて、それ
に対して各チームからフィードバックなどがあ

ればしていただきます。その後、フロアの皆さ
んから今回たくさんの質問を頂戴しましたので、
時間の許す限りカバーしていきたいと思います。

（鵜尾）大変楽しいプレゼンテーションをたく
さん頂きまして、ありがとうございます。最初
の中川さんの起業支援班の発表で、文京区の学
食の話がありました。自治体が行う子どもの貧
困のための事業なのですが、あえてNPOと組
むのはどういうことかというと、NPOと組ん
だことによって、実は自治体レベルではやりに
くいことがいろいろとできるになりました。貧
困家庭にNPOがリーチできませんから、生活
保護家庭に郵便物を出すときに、こういうサ
ポートのプログラムをNPOが行っているとい
う案内を同封してあげたのです。これは個人情
報保護上の問題はないので、NPOに対して自
分たちからアプローチしてもらうのです。
そのときに、NPOなので、LINEを使って
できます。貧困家庭のお母さんたちにパソコ
ンのメールはなかなか難しいですが、LINEは
使っているでしょう。でも、自治体がLINEを
使って行うと、LINEを持っていない人もいる
し、なぜLINEなのかという議論が起きますが、
NPOだとスムーズにLINEでコミュニケーショ
ンというふうになって、レスポンス率がとても
高かったらしいです。
貧困家庭にリーチして、アンケートに答えて
もらって、ニーズを把握して、必要な人にはい
ろいろなサポートをくっつけるような方法を、
NPOが業界を越えて何段階も連携して行いま
す。NPOにこうした枠組みをつくるときに、
もしこれを予算化して議会を通して、NPOと
組んで、６段階かかるといわれると、ややこし
過ぎて何年かかるか分かりません。でも、ふる
さと納税が原資なので、それが一気にできます。
ここの切り口の面白さがあるのだろうと思いま
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す。
観光班の話を聞いて思ったのですが、自治体
があえて県外にカスタマーを持つ時代が来たの
だと思うのです。今までの自治体は自分の地域
のお客さまに対してサービスを提供するのが当
然だったのですが、県外にカスタマーを持つ時
代が来ました。これはまさに行政のマーケティ
ング力のようなものが問われる時代になってき
たのだと思います。あえて人を巻き込むことで、
例えば観光や移住、あるいは継続的なファンに
なっていくとともに、地域でそういう人たちが
元気付けられるようなことが起こる時代が来た
ということをまさにおっしゃられているのだと
思いました。
先ほどの神石高原町は人口が9,000人を切っ
ている限界集落で、高齢化率の高い町ですが、
その町で起業する人たちを支援する基金を全国
の自治体で初めて創設しました。ふるさと納税
で神石高原町の殺処分ゼロの取り組みに寄付し
てくれる人が３万～４万人になってきて、その
人たちが来るので、｢何ならここで起業しませ
んか」という感じになってきたからです。今や
神石高原町は慶應義塾大学総合政策学部と提携
を結んで、大学院生たちが協力隊として来て地
域おこし事業をするなど、展開がどんどん変
わっています。そういうことにつながっていく
ようなタイプの話だと思いました。
まちづくり班の話を聞いていて思ったのは、
あえて事前告知を参加型で行うといいというこ
とです。行政が事業を行うときに、普通にウェ
ブサイトで告知してもいいのですが、クラウド
ファンディング型で行うことで、あえてみんな
が参加して我が事のようにプロジェクトに参加
するわけです。そうすると、まちの施設のこと
に関してみんなあらかじめ知って参加します。
先ほど私が申し上げた墨田区の美術館も、みん
なが寄付することで壁に名前を貼ってもらえる

ので、わざわざ友達を連れてくるわけです。そ
うして事前告知をあえてするようなタイプのク
ラウドファンディングもあると思います。
例えば、ビデオゲームなどは売れるかどうか
分からない面があります。投資家の人たちは大
体お金持ちですからゲームをしない人たちなの
で、ゲームが売れるかどうか分からないけれど
も、ビデオゲームのクラウドファンディングを
すると、こういうタイプのゲームが欲しいと
思う人はみんな先にお金を出します。そして、
5,000人からクラウドファンディングでお金が
集まっていると告知すると、成功しそうだと
思ってそこにお金を貸したり投資したりするこ
とが起きることがあります。事前販売的な意味
でのクラウドファンディングが、まさに地域お
こしの事業の中にはあると思って聞いていまし
た。
施設リノベーション班の話を聞いていて思っ
たのは、広島県が苦労された話がとても面白
かったのです。苦労したので、いろいろ手を替
え品を替えやってみたという話でしたが、まさ
に「共感と解決策」の提案苦労だと思いました。
実行したことは、自分たちの思いを言葉で発信
することや、関心のある人が語り合う場の設置
などに加え、ホームページを拝見したのですが、
単なる廃校利用だけではなくて本当に里山を変
えていくのだ、広島発のものをつくるのだとい
うような、解決策の提案力がその中にすごくあ
ります。ここを支援した人たちにとっても、自
分が関われる解決策の提案が入ってきて、そう
いうものが実際に変化を生んでいるということ
を感じていました。
最後に、登壇はされていませんが小山さんの
投資の話なのですが、自治体は基本的に投資し
てもらえませんが、あえて自治体が投資という
文脈に関わる意味合いは、これからの日本の
地域経営で本当に必要不可欠だと思っていま



｢クラウドファンディングによる地域活性化研究会」報告書

122 おおさか市町村職員研修研究センター

す。例えば途上国の子どもたちにポリオワクチ
ンを供与するためのワクチン債を大和証券が発
行しました。世界銀行の代わりに集めたのです
が、3,600億円くらい集まりました。みんな応
援するつもりで買ったのです。もちろん少しは
リターンも期待していますが、社会問題の解決
のためにお金を出そうという人がこんなに出て
きています。
それから、空き家を改修するためのソーシャ
ルレンディングというものがあり、個人投資家
がお金を出して空き家を改修し、家賃収入が上
がればリターンが入るというモデルを民間事業
者が始めています。個人のお金を銀行に預けて
も利率が0.01％というふうに差分が分からない
ほどになっていますから、少しぐらい社会的に
役に立つように、寄付までするのは緊張感があ
るので、投資しようということがかなり増えて
きているのではないかと思います。
先ほど休眠預金の社会的活用の話をしました
けれども、実はイギリスでも休眠預金を活用し
て社会問題の解決をしています。その生かし方
は、社会問題解決の投資を誘発する方法なので
す。先ほど、京都の古民家を再生する事業に投
資を集める話がありましたけれども、そのとき
万が一うまくいかなかったときに、最後まで逃
げないお金を休眠預金から出して、そこに個人
投資家がお金を出して事業をするということに
使われているのです。ですので、そういうこと
も今後増えていくのではないかと思いました。
あえて半歩踏み出すことで、地域にさまざま
な可能性が出るという事例がたくさんあり、楽
しかったです。ありがとうございます。

（保田）各班から今の鵜尾さんのコメントに対
して、もし何か付け加えやコメント等あればお
聞きしたいと思います。まず、起業支援班から
お願いします。

（中川）LINEの話があったかと思います。今
回、発表自体では触れなかったのですが、文京
区は150世帯を想定されていて、実際申し込み
のあったのが450世帯で、うち350世帯がLINE
で申し込まれました。行政が入ってNPOと組
んだという話もあったと思うのですが、逆に
NPO側も「あえて行政と組んだ」と考えてお
ります。先ほど先生の
お話にもあったので
すが、返信が必要な
ターゲットなど、要す
るにNPOが持ち得な
いところにアプローチ
できることに、行政と組むメリットがあるのだ
と思います。
これも事業を進める中で部局の方がおっ
しゃっていたように、各団体が持つ背景や文化
の違いで、いろいろ進めるときに困難なハード
ルが結構あったのですが、今回それぞれ行政や
NPOの持つ強みが、クラウドファンディング
という手法で成功に結び付いた好事例ではない
かということで、いい視察になったと感じてい
ます。

（保田）次は観光班です。

（松原）鵜尾先生から、県外のカスタマーを持
つ時代というお話を頂いたと思うのですが、実
際に城里町のケースではまさにインターネット
を活用できている面があると思います。非常に

小さい町ですので、従
来の方法・手段であれ
ばもちろんこういうこ
とは成し得ませんでし
た。われわれが視察の
申し込みをした際も
「どこでそんな情報を
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得たのですか」と逆に驚かれたくらい、多分イ
ンターネットの力は結構全国に広がっていると
思います。実際の支援はローカルメディアの活
用などで地元の人が多かったのですが、こう
いった事例を県外に発信できたというのは、こ
の町ならではの事例だと思っています。

（保田）次はまちづくり班です。

（玉木）鵜尾先生のお話を聞いて、共感を感じ
ることがたくさんありました。われわれも研究
を進める中で、いろいろなものが見えてきまし
た。まず、われわれの班の問題意識ですが、例
えば、景観整備や町家の活用などは、うまくい
けば周囲の方々にもメリットがあるし、来街者
にもメリットがあります。でも、何とかしよう
としても私的財産なので、基本的にはコストは
所有者が負担していかなければなりません。で
も、そのメリットは周りの方々も受けます。フ
リーライダーを生んでいるのではないかという
問題意識もありました。所有者も何とかしたい
のだけれども、資金がないからできません、と
いうことにもなりえます。いいことをするには
何にしても資金が要るわけです。また、ひょっ
としたら周りの方々も若干なら資金を負担した
いと思っていても、そのチャンスがないからで
きないといった面もあるの
ではないか、ということも
あります。クラウドファン
ディングはこういった問題
の解決にも使えるのではな
いかというのが、われわれ
の班の最初の目の付けどこ
ろだったのです。
先日の報道では、地域再生法が改正されて、
一定のエリアの事業者の３分の２の同意があれ
ば、自治体が地域の課題解決に充てる負担金を

そこから徴収し、そこに交付するという日本版
BIDと呼ばれる仕組みが出来上がるという話を
聞きました。でも、クラウドファンディングな
ら、もっと緩やかで、共感というか、ポジティ
ブな気持ちの「つながり」の中でこれを実現で
きるのではないか、という視点でいろいろ視察
を進めてきました。いろいろと事例を探したの
ですが、例えば地域のお地蔵さんのほこらの改
修や神輿の改修で、クラウドファンディングで
資金を募っている事例もあったのですが、うま
く集まっていないものも多く見られました。
その中で、FAAVO宮崎の商店街の落書き
を消す取り組みは非常に参考になる事例だと
思っています。視察の際に、そういった活動が
もっと広がっていかないのでしょうか、自治
会レベルの非常にローカルな課題にもクラウド
ファンディングを使えるような形でもっと広
がっていかないのでしょうかということで、プ
ラットフォームの方にお話を伺ったのですが、
「ちょっと難しいのではないか」というのが最
初の答えでした。なぜかというと、その課題と
いうのは地域以外の方にも訴えられるような魅
力があるのか、クラウドファンディングを使う
からには手数料や返礼品いったものがかかって
くるし、手間暇がかかるのですが、それでもク
ラウドファンディングをやる価値があるのかと
いうのをまず見極めなければならないという話
がありました。
プラットフォーム側としても、今後はそう
いったところにどんどん活動の主体を広げたい
気持ちもあるのだけれども、まだそういう段階
ではないのかなと思うとのことでした。プラッ
トフォーム側から出ていくと、逆に「資金を集
めてもらえるのではないのですか」手数料はか
かるので「結局そちらのお金もうけですよね」
みたいな話になってしまいます。そういったも
のを解きほぐすにも、プラットフォーム側から
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ではまだまだ手間もかかるし、まだそういった
段階ではないのではないのかな、という話をプ
ラットフォームの方とすることができました。
でも、そういった部分こそが、われわれ自治
体の出番ではないかと思っています。地域の課
題について、クラウドファンディングが使える
ネタを掘り起こして、課題をポジティブな情報
に変換して、共感を集められるような流れをつ
くることができたら、自治体としては一番いい
のかもしれません。また、本当に住民が求めて
いることなのか、というスクリーニングにも使
えるのではないかというのが、今回の視察を踏
まえて感じたことです。

（保田）次は施設リノベーション班です。

（濱田）鵜尾先生からコメントを頂戴した広島
県の事例で、発表のときにも申し上げましたが、
クラウドファンディングを始めて折り返しの時
点で目標達成率が９％だったので、コメントを

頂戴した担当者の方々
が手を替え品を替え、
解決策をさまざまな方
に提案されて、結果的
には目標達成率128％
という資金を獲得しま
した。

こちらは実際に私どもの班が広島県庁を視察
して、事業の中身についていろいろと伺う中
で、一通り聞き終わった最後に、雑談ベースで
担当者の方が冗談半分で、｢皆さんはクラウド
ファンディングをされるつもりですか」とわれ
われに聞かれました。｢それぞれ行うつもりの
自治体だったり、検討している自治体だったり
する」とお答えしたのですが、広島県の担当者
の方々は「来年もしクラウドファンディングを
しろと言われたら相当嫌だ」と言っていました。

それだけ苦労されたということだと思います。
鵜尾先生がおっしゃられていた共感を得るため
に、担当者の方々がそう思ってしまうくらいま
で熱意を持ってこの事業に当たったということ
が、その一言で本当によく伝わってきたと思い
ました。

（保田）壇上にはいらっしゃいませんが、せっ
かくなので小山さんからもコメントを頂きたい
と思います。

（小山）鵜尾先生から、今後は行政と投資の関
係が重要なのだとおっしゃっていただいて、私
もこの研究をして初めてそう思ったのですが、
大変心強く思いました。３か所を視察したので
すが、一番心に残ることを言っていただいた
のは、maneo（マネオ）さんで、この方は行政
職員には絶対いないようなばりばりの、ファイ
ナンスの最先端を行っている人です。この人が
「そもそも行政は遅過ぎます。われわれの事業
は情報が命で、情報のスピードが価値を生んで
いるのだから、行政も事情があるのは分かるけ
れども、ついてきてくれないとそもそもできま
せん。あなたたちの仕事は、種をまくことで
しょう。そこ
を忘れないで
ください」と
厳しめに言わ
れ、なるほど
と思って非常
に刺激を受けて帰ってきました。 

（保田）一通りフィードバックも終わって、Ｑ
＆Ａに入っていきたいのですが、私からも簡単
にコメントさせていただきます。起業支援班の
ところで、公募型の起業支援事業もあるのでは
ないかという話があったのですが、ちょうど神
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戸市がプレスリリースを今月出していて、これ
を開始しているところです。現在、企業からの
公募を募っていて、審査を通過した企業に対し
ては、神戸市がふるさと納税のスキームを活用
して企業に資金を提供するという一種のガバメ
ントクラウドファンディングです。まさにこの
スキームで、審査というものをかませています。
ただ、行政はどうしても単年度予算ですので、
来年度中に事業が完了することという条件が付
いています。ですので、なかなか応募数が伸び
ないのではないかと思っているのですが、昨日
聞いたところ、今のところ１件来ているという
状況でした。興味のある方は見てみてください。
それから、観光班の話では、非常に対比とし
て面白いと思ったのは、鎌倉市に集まった金
額が100万円に達していなくて、城里町の方は
100万円を超えています。恐らく鎌倉がクラウ
ドファンディングを最初に始めた平成25年度は
クラウドファンディングがまだ新しかったので、
この時点で99万円を集めたのは成功だと思うの
ですが、鎌倉の知名度を勘案すると、その後
もっと金額が集まってもおかしくないのではな
いかというのが私の正直な印象です。
まちづくり班の最後のまとめのところで、先
ほどの枚方市の難波さんの発表にもあったので
すが、自治体が何をどこまで支援するかという
のが非常に難しいということでした。鵜尾さん
の最初のせりふにもあったのですが、日本の場
合、｢自治体が全部やって当然｣「税金を払って
いるのだから行政でやれよ」という声が多い中、
自治体がやり過ぎると行政依存に戻ってしまう
し、でも自治体と協業することでシナジーが発
揮されるので、そこの区分は非常に悩ましいと
ころで、われわれは最適解を模索することにな
るだろうというのが思うところです。
施設リノベーション班では、クラウドファン
ディングを用いる意味のは何なのかというとこ

ろで、資金調達ではなく愛着心の醸成だと書い
ていて、これはまさにそういうことなのかと目
からうろこが落ちた気分になりました。特に施
設リノベーション班が今回見てきた事例は、頂
いている質問にも重なるのですが、この金額で
プロジェクトを実施するというよりは、もっと
大きな金額でプロジェクトを実施するけれども、
その一部にクラウドファンディングの資金を充
当する方法をとっているので、まさにものは使
いようだなと思いました。
最後に環境班の小山さんにおっしゃっていた
だいたように、われわれ行政が何か問題を解決
しようと思った場合、例えば炭素税のようなも
のがあったりします。やらないと罰にはならな
いけれども負担が重くなるという形で、負のイ
ンセンティブというとおかしいのですが、そう
いうもので住民や企業を動かしてきたことに対
比して、インセンティブをぶら下げて世の中
を変えていくという、先ほど鵜尾さんがおっ
しゃった投資と自治体とのコネクションが非常
に可能性があると思いました。ただ、質問でも
頂いているのですが、さはさりながら民間の収
益事業のようなものに対してどこまで行政が関
わるかというのは、さじ加減が難しいのではな
いかという話もあるので、そのあたりはバラン
スという気がします。
皆さんから多くの質問を頂いていますので、
順にカバーしていきたいと思います。まず、今
回は成功した事例がたくさん出てきていますが、
鵜尾さんがいろいろなところのコンサルティン
グをされている中で、かつて失敗した事例の共
通点などがあればご示唆くださいという質問で
す。

（鵜尾）ちょっと他の事例というか、参考にな
るかもしれないので全く違う切り口で話すと、
企業で一時期、売り上げの一部が寄付になると
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いう商品設計がとても増えたのです。マーケ
ティング的に売り上げの一部を寄付にする商品
は売れるという話が今日あったのですが、本当
に売り上げが上がった時期がありました。とこ
ろが、あのときも売り上げがすごく上がった商
品と、全然成果が出なかった商品に分かれたの
です。
最大の違いは何かというと、その企業にとっ
てその商品にどのくらい愛着があるかだったの
です。その企業にとって割とシンボリックで、
いわゆるメイン推しの商品だったものの売り上
げの一部を寄付したときは、企業側もその商品
で負けられないという感じがあるのか、愛着が
あって一生懸命PRするから、ものすごく売り
上げが上がるのです。ところが、どっちでもい
いと思っているものは、売り上げの一部を寄付
しようがしまいが、売り上げは変わらないので
す。これは同じことがいえて、ふるさと納税で
もそうなのですが、首長や自治体が地域のシン
ボリックな仕掛けだと思っているものに関して
はすごくブレークしやすいし、どちらでもいい
と思っているものはやはりどちらでもよくなっ
てしまう部分があるなという感じがしました。
もう一つは、共感が一番連鎖しやすいのは、
人と人のつながりなのです。人間は人間に共感
する面があります。かわいそうな子どもの写真
を見て共感するということももちろんあるので
すが、やはり基本は人は人を通じて共感するこ
とです。これが加速化されているのは、ソー
シャルメディアのおかげだと思います。何を意
味しているかというと、クラウドファンディン
グはオンラインなのですが、さはさりながら、
プロジェクトを成功させたいと思っている最初
の５人や10人に共感した動きになっているとい
うことの意味はとてもあると思うのです。200
人支援者がいたという場合に200人を説得して
回る必要はないのですが、最初の５人がすごく

ドライブがかかるというのはとても重要なこと
だろうという感じがします。そういった最初の
設計のところは、成功と失敗の大きな差になっ
ていく面があるだろうと思います。

（保田）難波さんにせっかく事例を発表してい
ただいたので、自治体がどこまでやるべきか、
自治体はどういうふうに関与したらいいか、あ
るいは恐らく研究員の皆さんそれぞれお考えか
もしれないのですが、どういう事業なら市や町
が主体となってクラウドファンディングを実施
して、どういうものであればNPOや企業、個
人さんに任せてわれわれが後方支援に回るか。
これは恐らくまだ結論は出ないのですが、何か
お考えがあればコメントを頂けると助かります。

（難波）観光を所管する部署に所属している私
としては、枚方の魅力向上、経済活性化のため
に、民間事業者と連携して施策を推進していく
のですが、例えば市が補助金を出して、｢さあ
頑張ってください」と民間事業者に言っても、
補助金ありきではなかなか事業も長続きしない
ので、やはり観光においては民間事業者主体と
なってやっていきたいと考えています。市はそ
の土台づくりや連携の調整をしていくのがベス
トではないかと考えています。ですので、市が
主体で行うクラウドファンディングも魅力的で
はありますが、観光という観点における地域や

経済の活性化という面で
は、やはり民間事業者が
主体となって行い、行政
は先ほど申し上げたよう
に人的支援や広報支援を
していくのがベストでは
ないかと考えています。

また、クラウドファンディングを使って行う
事業としては、観光の観点から考えると、いわ
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ゆる購入型のクラウドファンディングで、地域
の形ある名物や名産を作ることが今のところ最
もやりやすいのではないかと感じています。

（保田）ご登壇いただいている他の職員の方々
で、意見のある方はいらっしゃいますか。

（濱田）施設リノベーション班で、この問題
について結論は出せていないのです。さらに、
ケース・バイ・ケースだとは思うのですが、例
えば広島県の事例は自治体が所有する小学校な
ので、県が実施主体となってクラウドファン
ディングを行いました。かといって、発表の際
に申し上げた宇部市のJR宇部線草江駅のアー
トの件に関しても、事業自体は協議会が実施主
体となって行っているのですが、クラウドファ
ンディングの受け皿としては宇部市がされてい
ます。そのように、民の建物だから民がやって
行政がバックアップし、行政の建物だから行政
がやるというのは必ずしも当てはまらないとい
うことで、曖昧な答えですが、ケース・バイ・
ケースで実情に一番合った方法を模索していく
のが一番いいと思います。

（保田）またフロアからの質問に戻るのですが、
鵜尾さんの講演を聞いて皆さんやはり共感とい
う言葉が一番残ったようで、共感に関する質問
が多いです。その中で、共感を得るにはどうす
ればいいかという質問があります。もう一つは、
共感を得たとして、それを持続させるのもなか
なか容易ではないと思います。それを持続させ
るときに、実施主体の熱量を持続させるにはど
うすればいいかという質問です。自治体の方々
ですので、関わる人間が代わったりすることも
念頭に置いた上での質問だと思うのですが、そ
のあたりをお答えいただいてもよろしいでしょ
うか。

（鵜尾）共感を得るには大きく二つの軸があり
ます。共感は最終的には人に共感するもので
あって、一人ひとりの自治体職員の共感力をど
う上げていくかということと、もう一つはキャ
ンペーンとして共感されるものをどうつくって
いくのかという二つの軸でお話したいと思いま
す。まず、共感的なコミュニケーションや共感
的なキャンペーンをつくる上で、その企画者や
担当者自身の共感力が高いことが最終的に勝負
を分けると思います。先ほど申し上げたように、
その人をコアにして周りの５人、10人が真剣に
動くためには、その人たちに本当に共感しても
らわなければなりません。その人たちが共感し
ていれば、そこからどんどん広がっていきます。
では、共感力をどうやって高めるかというと、
私もファンドレイジング協会を立ち上げて、こ
の十数年ずっと追い掛けてきて、もちろん研修
で共感力を高めるためのコミュニケーションを
したらいいとか、アイコンタクトがどうかなど
いろいろあるのですが、結論が一つあります。
ファンドレイザーの育成事業をずっと行ってき
て、共感力を高めるための唯一無二といっても
いい最も効果的な解決策は、共感力の高い人た
ちと一緒に仕事をする時間を増やすこと、この
１点です。共感力はうつるのです。

だから、例えば地域のNPOやボランティア
たちと何か一緒に行う機会があるとか、別にア
フター５でもいいです。地域活動で何かしてい
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るというと、共感的なコミュニケーションにす
ごく強い人がいるでしょう。その人たちといる
と、脳みそが勝手にそういうコミュニケーショ
ンが好きになっていくのでしょう。自然と共感
的なコミュニケーションができるようになって
いくことがありますから、私はずっとやってい
て思うのですが、共感力はうつるという気がし
ます。
キャンペーンとして共感性の高いものをどう
つくっていくかということに関しては、やはり
共感性はストーリーなのです。物語性がやはり
あります。人間は物語に共感しやすく、説明で
はなくストーリーなのです。そのストーリーを
より分かりやすくするために、アイキャッチな
メッセージがあるといいなどということはもち
ろんあります。われわれがファンドレイジング
をやっているときもそうなのですが、実は他の
事例にものすごくヒントがあるのです。ファン
ドレイジングは、全く違う分野から学べる領域
なのです。例えば福祉団体で働いている人が環
境のNPOで働いている人から仕事の仕方につ
いて学ぶことは難しいですよね。木を相手にす
る仕事と高齢者を相手にする仕事は違います。
ところが、ファンドレイジングは、共感を得る
ことに関しては同じ学びをお互いにできるので
す。なぜなら相手は、｢社会」というところで
は同じだからです。
例えば、熊本城は震災前から修復事業に20億
円ほどの寄付が集まっていたのです。熊本城の
修復事業の寄付は震災前から20億円、震災後
に13億円ほど集まっています。なぜ20億円も
集まったのか、なぜ熊本城にこんなに共感が
集まったのかというと、熊本城の寄付事業は
「一口城主」というプログラムなのです。｢熊
本城の一口城主になりませんか」と呼び掛けて、
１万円払ったら一口城主になれて、城主証をも
らえます。城主証をもらって一口城主になって

場内に入ると、従業員が紋付き袴を着ていて、
男性は「殿｣、女性は「姫」と呼んでくれるの
です。やはり分かりやすいですよね。
では、こういうものをどうやって見つけるか
というと、ふるさと納税による地域おこしでと
ても注目されている茨城県高山町の橋本町長と
いう方がいらっしゃいます。彼はどんどん新し
いプロジェクトを行って、マーケティングをす
ごくして、町長でありながらたくさん人を巻き
込んでいるのですが、彼は「ふるさとチョイス
のウェブサイトを毎日見ています」と言ってい
ました。つまり、他の事例を見て、成功して
いるものを探しているのです。｢このヒントは、
うちの自治体でもできるというような感じから
展開させる」と言っていました。他の事例に学
ぶことは何よりも重要です。
最後に、継続するという点では、自治体には
人事異動があります。例えば神石高原町の殺
処分ゼロはNPO指定する形になっていますか
ら、そのNPOがしょっちゅう支援者とコミュ
ニケーションをとって、つないでおられるので
す。実施主体とうまく連携して、その実施主体
では異動がありませんから、そこが直接支援者
とつながって枠組みをつくっていくようなケー
スは割と継続的につながっていたり、あるいは
何かの集いみたいなことを恒常的に行って、共
感性の場や象徴的な場をつくってしまうケース
や、何か仕組み化させてしまうことが必要だと
思います。人数が多くなると一人ひとり覚えら
れないので、そういうことが大事という感じが
します。

（保田）次の質問に移っていくのですが、ご登
壇いただいている研究員の方々にお聞きしたい
ことがあります。幾つか来ている質問の中で、
今回ご紹介いただいた事例にはReadyforやふ
るさとチョイス、MotionGallery（モーション
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ギャラリー）など既
存のクラウドファン
ディングのプラット
フォームを使ってい
るものが多いのです
が、それらを使わざ
るを得ないのでしょ
うかという端的な質

問があります。他に手段はないのだろうかとい
うことで、皆さんが今回いろいろご報告された
中で、いろいろ検討したけれども、自前でやろ
うとしたけれども、やはりこっちにしたとか、
実は自前の手段がというようなものがあれば教
えてください。

（濱田）山口県宇部市は、KAIKAというプ
ラットフォームを利用しています。宇部市と山
口銀行がクラウドファンディングに限らず地域
活性化等の協定を結んでいて、山口銀行の方か
ら宇部市にクラウドファンディングの形で資
金を集められると営業されたようで、それを
きっかけにそれほどメジャーではないプラット
フォームを使っているようです。

（松原）やはりメジャーなプラットフォームを
使うに越したことはないイメージはあります。
ふるさと納税も同じですが、そういったものを
見にくる人が多いところはやはり有効だと思わ
れます。ものすごくマイナーだと目立たないの
で、そのあたりは大きいと思います。

（鵜尾）既存のものは、フォーマットなどをこ
ういうふうにした方がいいなどとアドバイスも
結構もらえますし、人間が共感するプロセスが
きちんと出来上がっているので、拡散させやす
いですし、まずは使ってみるというのがいいの
ではないかと思います。

ただ、資金調達として自治体が寄付を集める
という場合は、私が申し上げた墨田区の事例も、
初年度はクラウドを全然使っていなくて、美術
館の共同創設者のような、コ・ファウンダーの
ような名前で1,000万円みたいな形で最初に10
枠をつくって、一口買いのオーナーとか、１日
館長とか、いろいろなメニューをつくったので
す。そうしたら、面白かったのは、低い方から
集まるかと思ったら1,000万円のものが最初に
埋まってしまいました。あっという間に埋まっ
てしまって、20口用意しておけばよかったと
いう感じでした。だから、直接やるとしても、
ネーミングや見せ方で共感を持っていただくこ
とはできると思うのですが、たくさんの人から
集めるためにクラウドファンディングをする場
合は、プラットフォームを使った方が楽だと思
います。

（保田）起業支援班の方で見ていたのが好対
照だったと思うのですが、片やふるさとチョ
イスを使って、こちら側ではFAAVOを使って、
FAAVOでは29件、実際に実現したのは10件で
した。そのあたりを踏まえて何かご意見やコメ
ントはいかがですか。

（中川）より多くの方に見ていただくという意
味では、ふるさとチョイスのようなメジャーな
ところがいいと思うのですが、一方で地域課題
解決のためには、FAAVOのような地域課題に
特化したプラットフォームの方が注目を集めや
すい部分はあると思います。

（保田）われわれの研究会でも、FAAVO大阪
やFAAVOさばえに来ていただいたときは、結
局お金を提供してくださっている方々の多くが
近隣の人であるという実態もあるので、そこを
どういうふうに使い分けるか、適材適所という
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面があるだろうと思いました。
また鵜尾さんなのですが、ファンドレイジン
グをする場合に「◯◯を始めるからお金を調達
します」と言うと非常に分かりやすいのですが、
一方で行政の方々が抱える大きな悩みの一つは、
運用のお金です。いったん走り始めてしまった
もののランニングコストをこういうものでどこ
まで調達できるのかという質問を頂いています。

（鵜尾）ファンドレイジングにはいろいろなタ
イプがあります。まさにクラウドファンディン
グに向いているものは「新しくものができます｣
「こういうことが始まります｣「こういうこと
をやりたいのです」と言う方がなじみやすいと
思います。ですから、｢10年前からあって今後
10年間もやりたいです」というものにはなじま
ないタイプのものだと思います。
では、そうした恒常的なものをどうしていく
かというと、そこが遺贈寄付の可能性があると
思っています。遺贈寄付の話をたくさん聞いて
いる中で思うのは、実はかなり地産地消なので
す。遺贈寄付は人生の集大成であり、今はユニ
セフなどすごく有名なところしか見えていない
のですが、人生の集大成である社会貢献を海外
で行いたいと思う方よりも、やはり自分が土に
かえっていくのは地域ですから、地域の子ども
たちのためにという距離感の方が圧倒的に近い
のだと思います。例えば何千万円も寄付して、
世の中のためにずっと末永く使ってくださいと
いうふうになっていくので、何かそういう思い
が託される形をどうつくっていくかというのが
これからの課題になると思います。ファンドレ
イジングにはいろいろな方法があって、それに
よってアプローチが変わるので、いろいろな引
き出しを持っておくことが大事だと思います。

（保田）先ほどの質問とも重複してしまうかも

しれませんが、こういうタイプの案件は行政
がやった方がいいとか、あるいは元々は行政
からファンドレイジングの相談を受けたけれ
ども、実は最終的に運転席に座っていたのは
NPOだったとか、あるいは逆にNPOからファ
ンドレイジングの相談を持ちかけられたけれど
も、最終的には企業や自治体が運転席に座って
資金調達していたということはあるのでしょう
か。

（鵜尾）自治体が絡んで行うファンドレイジン
グの事例、あるいはNPO指定をしたり地元の
事業者が絡んで行う連携型のモデルは本当にた
くさん出てきています。例えば佐賀県のふるさ
と納税は、条例で佐賀県のNPOであれば全て
に使えるようになっていたりします。このパ
ターンでなければならない、こういうことがい
いとか悪いというのはなかなか規定しにくいと
いう気がするのですが、直感的には先ほどの文
京区の事例もそうです。民間資金を集めて自治
体が絡んで事業を行うのは、何か足りない部分
を埋めるというよりは、若干社会実験的といい
ますか、何かテストとして実証して、本当にう
まくいくのであればもっと違うことを考えてい
くというタイプの方が多分なじむのだろうとい
う気がします。地域課題の解決を何か新しい方
法でやってみようということだと思います。
少し話はずれるかもしれませんが、地域の
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いろいろなお金の流れのことを見ているとき
に、よくファシリテーターがいます。会議の運
営をする人をファシリテーターといいますが、
「ファシリテートする」とよく英語でも言いま
すが、あれは語源的に「会議を運営する」とい
う意味ではなくて、｢容易にする」という意味
なのです。自治体はやはり実行主体（インプリ
メンテーター）だったと思うのですが、いろい
ろな人が課題解決を「容易にする」ためのプロ
セスがまさに自治体によって地域で今いろいろ
動き始めているのだろうという気がするので
す。そう考えるときに、クラウドファンディン
グなどはまだまだ金額の規模としても自治体全
体から考えると小さかったり、参加する人が少
なかったりすると思うのですが、これからの時
代はこれだけの少子高齢化、財政赤字ですから、
参加型の地域経営をするしかないのです。
そういう中で、参加する個人もそういうもの
をやったことがないから練習が要ります。自治
体側も練習が要ります。地域のNPOや企業も、
連携しながら応援してもらいながら、地域課題
を解決するためには練習が要るのです。10年後
はこの部分にかなり大きなお金が流れてメイン
になって、地域課題を解決していく時代が来る
と思うのですが、まだ今は、個人にとっても、
地域住民にとっても、地域のNPOにとっても、
地域の企業にとっても、行政の皆さんにとって
も、今は練習ステージなのです。だから、少し
ずつ小さいものを実験していくことです。それ
から、ここはこうでなければならないなどと正
解を考えるよりも、自分たちがやりやすいとこ
ろで、若干不公平でもいいので、モデル事業と
してやってみながら、そこでいろいろな人が経
験していくと、何年かでもっと大きな動きに
なっていくのではないかと思っています。

（保田）きれいにまとめていただいたので、こ

れでちょうど時間いっぱいということで終了に
したいと思います。ご登壇いただいた皆さんに
大きな拍手でおしまいにしたいと思います。あ
りがとうございました。
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｢クラウドファンディングによる地域活性化研究会」に参加して

 【施設リノベーション班】茨木市市民文化部文化振興課 　田中　勇輝　

“打ち出の小槌”。私がクラウドファンディング（CF）に抱いた最初の印象である。
インターネット上で夢を語ると、どこからともなくお金が集まり、夢が実現する。そんな仕組み
は、予算がないなら税以外のお金を頼るしかないと思っていた私の目に魅力的に映り、研究会に参
加した。
保田先生やゲストスピーカーから、さまざまな資金調達手法や先行事例を学び、本市で活用でき
るパターンとそうでないパターンが少しずつ見えてきた。同時に、プラットフォームサイトに掲載
されている情報だけではわからない現実的なことも見えた。
視察先では、目標金額を達成した自治体職員の生の声を聞いた。彼らの口から出てきたのは華や
かな成功談ではなく、予想外の苦労話だった。達成して当然という無言のプレッシャーに反する支
援の伸び悩み。そう簡単にはお金は集まらない。正直な自治体職員は「心身ともに疲れ果てたので、
しばらくはクラウドファンディングはしたくない」と語った。市長と市議会を説得して予算を獲得
する方が容易かもしれないと思った。
しかし、CFを活用した自治体は、多くの理解者や仲間というお金とは別のものを手にしていた。
中には、個々の共感が連鎖し、その勢いが多くの企業を巻き込んだ事例もあった。
研究期間を終えた今、CFに抱く印象は、やはり､“打ち出の小槌”である。しかし、当初のそれ
とは異なり、お金という物質的なものではなく、共感や愛着といった目に見えないものを手に入れ
ることができる小槌である。共感や愛着は目に見えないが、それらに基づく人々の行動は目に見え、
時にはお金以上の果実をもたらす可能性を秘めている。もしかすると、CFを通じて得られる共感
や愛着こそ、自治体がお金をかけて施策を講じ、手に入れようとしているものかもしれない。
願いをかなえる打ち出の小槌も、振らないことには何も得ることができない。職場に戻り、日に
日に振りたい気持ちが高まっている。成功する自信はないので、鵜尾氏の言葉を借りて、税収だけ
では課題解決が困難になる将来を見据えた寄附文化の醸成のための“練習”と言ってハードルを下
げよう。春の陽気に誘われて、もし私がCFに挑戦していたら、共感したフリをして１口応援して
ほしい。
最後に、ご指導いただいたキレキレの保田先生、最前線の情報をご教示してくださったゲストス
ピーカー、愉快な研究員の仲間、事務局の青柳氏と曽我氏に感謝を申し上げたい。ありがとうござ
いました。そして、イノベーションを生み出すために、たまに飲み会をしましょう。



｢クラウドファンディングによる地域活性化研究会」報告書

138 おおさか市町村職員研修研究センター

｢クラウドファンディングによる地域活性化研究会」を終えて

 【観光班】茨木市まち魅力発信課 　馬場　浩行　

｢クラウドファンディング（CF）って何？」から始まりましたが、この研究会を通して多くの
学びを得ることができました。CFについてはもちろん、ふるさと寄附金、ソーシャル・インパク
ト・ボンドなどの資金調達手段や自治体（職員）として目指すべきこと、あり方など、内容はCF
に留まりませんでした。
まずはやってみること。研究会で得た学びを何もせずに置いておくのは非常にもったいないので、
実際にチャレンジしたいと思います。失敗しても決してマイナスになることはないので、失敗は次
への糧にして、どんどん前に進んでいきたいと思っています。
本市は今年で市制施行70周年を迎えました。そのメイン事業である市制施行70周年記念事業にお
いてCFを活用し、地域活性化の起爆剤としたいと考えています。CFは、まちを活性化させるため
に有効な手段であると感じているので、単発で終わるのではなく、必要な課が必要な時にCFを行
うことができるような仕組みを構築したいと思っています。ふるさと寄附金の担当でもあるため、
ガバメントクラウドファンディングとふるさと寄附金の使途指定を使い分けながら、本市の魅力を
戦略的に発信し、より多くの人に茨木市を応援してもらえるようにしていきたいです。
これからの時代、まちを活性化させるためには、現状維持という守りの姿勢ではなく、常に新し
い視点を持って地域のためになるであろうことにチャレンジしていく姿勢を持ち続けなければなら
ないと思っています。今回の研究会を通して、改めてその必要性を感じました。どうやったらCF
が成功するのか？というノウハウが大事なのではなく、結局は人次第。成功事例を見習ってノウハ
ウ通りCFを実施したとしても、結局はその中心となる人に想いがなかったり、この人と一緒に頑
張りたい、力になりたいと思えるような努力をしていなければ、決してうまくいくことはないと感
じています。
研究成果報告会での、日本ファンドレイジング協会の鵜尾雅隆氏による基調講演では、このこと
を強く思わされました。いかに多くの人の共感を得て事を成すか。まさに鵜尾氏のような人が、共
感を集めて事を成せる人なのだろうと感じました。我々がこれから地域活性化、まちづくりに取り
組んでいくにあたり、避けては通れない課題です。共感を集めて人を巻き込めるような「人間力」
を身に付けることができるか。これからの時代の自治体職員として、この課題に向き合い、日々成
長していきたいと思います。
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クラウドファンディングを勉強して改めて感じたSNSと共感とまちづくり

 【まちづくり班】吹田市土木部総務交通室 　玉木　亮介　

本研究会に参加した動機

本論やパネルディスカッションでも述べたが、地域主体のまちづくりにおいて、例えば景観整備
などの場合、コストは建物の所有者等が負担するが、メリットは周囲の第三者も受けるといった、
フリーライダーを生じているケースがある。この問題に対応するため、今日では、例えば地域再
生法の改正により制度化される日本版BIDのような仕組みも整備されつつあるが、クラウドファン
ディング（CF）を上手く活用できれば、｢共感」のもと、もっと緩やかなつながりの中で資金的協
力を募ることで、上記のような正の外部経済を調整することができるのではないか。こう考えたこ
とが本研究会に参加した動機である。

よそ者、若者、バカ者のチャンスになる？

研究会の活動を通して、CFの活用は、ローカルな課題の対応に、必ずマッチするという訳では
なく、上手に使いこなすことが必要であることが分かったが、同時に、そのために地方自治体が何
をすべきかも見えてきたように思う。地域課題とCFをマッチングさせることも、私たちにできる
ことの一つだと考える。
また、一時期、まちづくりには、｢よそ者、若者、バカ者が必要」といったことがよく言われた。
CFは、彼らにとっても、地域の固定観念などに風穴を開ける一つの有効なツールとして使えそう
だとも思った。

SNSの存在の大きさに改めて気付かされ、考えさせられた

調査を通して、CFのプロジェクトを起こす方々の、夢を実現したいという力、グローバルな視
点、応援する人たちとの繋がり、そして、それらの背景にあるSNSの存在など、普段の業務では感
じられなかったものを感じることができ、新鮮だった。
特に、SNSの存在の大きさについて改めて気付かされた。
ICTやSNSの発展で、人々にチャンスは広がったと言われている。エジプト革命でもSNSの普及
が要因として指摘されるが、SNSが普及していなければ、例の「ムーミンの舞台はフィンランドで
なくムーミン谷だ」という反論も、議論の俎上に上がらなかったのではないかと思う。
CFはSNSを前提としていると言っても過言ではない、と感じながら、この間、｢SNSネイティ
ブ」｢ICTの時代に自己発信しないのは存在しないにも等しい」｢SNSが普及し多様な人々のつなが
りが広がると予想していたが、実際はそうではなく、同じ志向の人同士がつながる傾向が強い」な
どといったフレーズも目にし、SNSと自分、SNSとまちづくりとの関係について考えさせられた。
私がこれまで携わったり、見聞きしてきた（ハード整備の）まちづくりは、face-to-faceの議論を
何度も積み重ね、結果、何となくみんなに「許容」される結論に落ち着く、といったことも多かっ
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たように思う。これからは、SNSを介して世界中に薄く広がるファンの「共感」による支援を受け
るまちづくりにも、広がっていくのだろうと思う。

私たちの役割とは

それともう一点。まちづくりの原資に、CFでなく税を充てる意義や、まちづくりのプレイヤー
に行政が存在する意義についても、考えさせられた。私たちの仕事は、共感を多く得るものだけが
対象ではない（そういったものもたくさん共感が得られるよう努めなければならないが)。まちづ
くりの原資として、CFなどの新しい資金調達の手法によるものと税とのベストミックスやバラン
スについても、考える必要がある。そういったことも思った。
まだまだ自問自答は続くが、ともかく、CFは、SNSを背景とし、｢共感」で繋がり、拡散し、外
部経済を内部化するツールとなりうるとの可能性に期待し、是非とも活用に挑戦してみたい。

マッセOSAKAでの研究について私が感じる意義

今回は、CFをテーマに、府内の自治体の職員の皆さんとともに研究活動を行った。マッセ
OSAKAでの研究事業の魅力は、経験を積んだ行政マン、キャリアは浅くてもしっかりとした自治
体マインドを持った若手など、キャリアの違い、自治体の枠、担当業務の枠を超え、自治体職員な
りのダイバーシティの中、現場の経験や感覚を持って現場の課題についての議論ができるところだ
と思う。研究者や専門家、学生が行う研究と違った味があるのではないだろうか。そして、そう
いった議論を経た研究の結果について、成果としてカタチにし、府内、あるいは全国の自治体の仲
間に向けて情報発信できるのは、非常に貴重な機会であり、意義の深いものだと思う。
この報告書も、広く自治体の仲間に届き、等身大の感覚で捉えていただき、ヒントとなり、｢共
感」｢つながり」が広がっていけばと願う。

最後に、調査にご協力いただいた方々、先生方、マッセOSAKAの皆さん、班員、研究会の皆さ
ん。楽しく勉強することができました。ありがとうございました。
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｢クラウドファンディングによる地域活性化研究会」を終えて

 【環境班】吹田市環境部環境政策室 　小山　修平　

研究会のテーマであるクラウドファンディング（CF）に興味を持ったのは、自治体の予算査定
が厳しい中、資金調達の面で自分が担当する業務に役に立つことがないかという単純な理由からで
した。
しかし、指導助言者である保田先生の講義や外部の講師による講演会で、ふるさと納税、ソー
シャル・インパクト・ボンド（SIB)、ファンドレイジング等、さまざまに派生するテーマに接す
る中で、これは、自分が当初考えていた以上に、行政にとって重要なテーマではないだろうかと思
うようになりました。
CFは、事業のための資金を集める金融（ファイナンス）の一手法であり、中でも直接金融と呼
ばれるものの新しい形です。こうした新しい金融の手法が普及することで、従来成立し得なかった
ビジネスが成立し、人々の経済活動、ひいては社会を変えるポテンシャルを持っているものです。
地方公務員として行政の実務に携わっていると、どうしても、民間企業の営利活動とは一線を引
き、むしろ注意深く接しなければいけないという意識を持っています。しかし、本来、法令を運用
し、規制し、あるいは補助金を出して誘導を行う行政の活動は、住民や企業の経済活動と強い結び
つきを持っているものです。そうした意味で、行政側も、金融（ファイナンス）に対する深い理解
を持っていなければ、市場と社会の動きを把握し、よりよい方向を模索することも出来なくなって
しまうでしょう。
こうした問題意識から、インタビューは、全てCFの最先端を行く民間企業にお願いすることに
しました。お忙しい中、直接のクライアントではない行政担当者に対して貴重な時間を割いて応じ
てくださったみなさまには、感謝の言葉もありません。３社へのインタビュー全てが、こちらが事
前に想定した以上の内容を、圧倒されるような情熱をもって語っていただく、日常の業務では得難
い、素晴らしい経験でした。
講義、講演で新しい知見に触れされていただいたこと、事業者さまへのインタビュー、論文の執
筆、これら１年間の経験で得た一番大きな収穫は、改めて、行政と社会が深く繋がっていることを
実感することが出来たことです。言葉にしてしまえば当たり前のことですが、私にとっては、これ
からの業務にあたっての助けとなるような、しっかりとした手応えを得ることが出来ました。
最後に、この研究会に携わり、協力していただいた皆様へ心から感謝の気持ちと御礼を申し上げ
ます。ありがとうございました。
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｢クラウドファンディングによる地域活性化研究会」に参加して

 【施設リノベーション班】豊中市都市活力部文化芸術課 　西岡　良和　

豊中市では、平成30年（2018年）１月１日、文化芸術振興基金を新たに設置し、市民や企業等に
広く寄附を募りながら、子どもの豊かな感性を育む事業や社会的包摂（ソーシャル・インクルー
ジョン）に関する事業など、さまざまな文化振興施策を展開していく予定としています。このため、
新たな資金調達の手段であるクラウドファンディング（CF）を活用できないかについて学ぶため、
本研究会に参加させていただきました。
講義では、CFについての基本的な知識をはじめ、成功事例など様々学びましたが、このときは
成功に至った担当者の苦労や思いも知らずに、｢取りあえずプラットフォームにAll－In方式で掲載
しておけば、目標額に達しなくてもいくらかは集まるだろう」と簡単に考えていました。
視察では、施設のリノベーション班に参加させていただきました。本市でも、空き家などの増加
が問題となっており、そのようなスペースにアーティストを滞在させ、創作活動を行う「アーティ
スト・イン・レジデンス」といった事業の参考になると考えたからです。CFを成功へと導いた兵
庫県豊岡市の豊岡劇場をはじめ、広島県庁、山口県宇部市役所の担当者のもとを訪ねました。
豊岡劇場で、地元の設計会社代表・石橋秀彦氏に話を伺うと、私が考えていたCFへの考え方が
甘かったと痛感させられました。地元の人たちの巻き込み方、プラットフォームの選び方、PR方
法等々、CFを戦略的に実行していたことが明らかとなりました。また、石橋氏が「CFに多くの寄
附をいただいたことはもちろんありがたいが、何よりも多くの人がこのプロジェクトに賛同してく
れたことが嬉しい」とおっしゃっていたのがとても印象的で、｢映画の魅力を伝えるとともに、再
びこの場所に人が集い、コミュニティが生まれる場所に」という石橋氏の揺るぎのない思いが、こ
のプロジェクトを成功へと導いたのだと感じました。
他の二つの事例についても、課題はそれぞれでしたが、成功への鍵はいずれも「担当者の思い」
だったと思います。プロジェクトをどう魅力的にPRして多くの賛同を得るのか、プロジェクトが
成功すればどのように市民サービスに還元することができるのか、担当者の皆さんはCF募集期間
中、ずっと奔走されていたそうです。
今後、本市においてもCFを活用した資金調達を検討していきますが、本研究会で学んだように、
戦略的に、熱意をもって取り組みを進めていきたいと考えています。
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｢クラウドファンディングによる地域活性化研究会」に参加して

 【起業支援班】豊中市財務部財政課 　光岡　亜衣　

私は、今年度より財政課に異動になり、主に歳入確保やふるさと納税の担当をしています。
既存のふるさと納税制度は、各方面で報道されているとおり、いわゆる“返礼品競争”が全国的
に過熱しており、本市においては、他自治体へ寄附される方が年々増加しているのが現状です。こ
の状況を打開するため、寄附金収入の拡大や新たな歳入確保についての取り組みを進めています。
本研究会へ参加した理由も、新たな歳入確保策の一つとして､“クラウドファンディング（CF)”
の実施を検討するためでした。
研究会では、指導助言者である保田先生をはじめ、各分野でご活躍の方々や、実際にCFによる
資金調達を実施された方などの講義を聴き、CFの基礎知識や活用法などを学びました。さらに、
10月には東京都文京区、神奈川県藤沢市へ視察に行き、CFを導入した方の生の声も聴くことがで
きました。それぞれの講義内容や視察内容等は割愛しますが、全てに共通して、“担当者の熱意”
というものをひしひしと感じました。その中でも特に、東京都文京区（こども宅食事業）の視察を
行った際に伺った話が印象に残っています。｢当初の目標額である2,000万円がもし集まらなかった
場合にどうするか」という議会からの問いに対して、｢“集まらなかった場合にどうするか”を考
えるのではなく､“集めるためにどうするか”を考えて進めている」と民間団体の方がおっしゃっ
たそうです。私はその返答に大変感銘を受けました。新規事業を始めるにあたり、行政においては
やはり「石橋をたたいて渡る」ことが当たり前のようになっています。しかし、民間事業者におい
てはそうではないということ、また、こうした考えは、事業をなんとしてでも実現し、成功させた
いというその熱意の表れなのだろうと感じました。実際、｢こども宅食事業」では、目標額に達し
ないどころか、その何倍もの寄附金の獲得に成功しており、これも担当者の熱意が寄附者の方々へ
と伝わったことで共感を得たことが大きく影響しているのだろうと思います。
本市では、次年度よりCFの導入を行います。本市の魅力を発信し、｢まちづくり」を応援してい
ただける「ファン」を増やし、そして歳入の確保へと繋げるために、本研究会で学んだことを生か
し、また、事業実施への“熱意”をもって取り組んでいきたいと思っています。
最後になりましたが、指導助言者の保田先生、研究会のメンバーのみなさん、そしてこのような
場を設けてくださったマッセOSAKA事務局のみなさんに感謝申し上げます。ありがとうございま
した。
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｢クラウドファンディングによる地域活性化研究会」に参加して

 【まちづくり班】箕面市地域創造部箕面営業室 　松岡　由子　

クラウドファンディング（CF）という言葉を聞いたことがある程度の知識でしたが、新たな資
金調達手段になることや、地方自治体だけではなく、民間事業者や団体が何かをする際にこんな方
法もありますよと提案できるようになれればと思い、研究会へ応募しました。
研究会では、CFに関しては、基本的な知識から、先進的な取り組みを行っている鯖江市、墨田
区の事例などについて、講義や講演を聴く機会がありました。また、自治体では先進事例を視察す
る機会はほとんどないため、視察・調査に行くことができたのも良い経験となりました。さらに、
この研究会ではCFに関することだけにとどまらず、ふるさと納税、ソーシャル・インパクト・ボ
ンド（SIB)、地域通貨、ファンドレイジングに関する講演・講義を聴く機会もあり、とても勉強
になりました。SIBやファンドレイジングについては、この研究会で講演を聴かなければ言葉さえ
知らないような状況ではなかったのかと思います。特にふるさと納税については、どうすればより
多くの方に寄附（納税）してもらえるかという点に注目がいくことが多いと思いますが、返礼品を
通じて「地域の事業者の育成｣、｢地域経済の底上げ」につながる可能性があるということを聞いた
ときに、ふるさと納税をふるさと納税担当者だけに任せてはいけないという思いになりました。私
自身、現在商工業を担当しているのですが、もっとふるさと納税担当者と連携して、地域の事業者
を育てるという視点から考える、返礼品を選定することを提案していきたいと思います。CFに関
することだけにとどまらず、様々な知識・情報を得ることができ、この研究会に参加して良かった
と感じています。
１年間を通じて、違う自治体で担当している業務もバラバラな方々と接する機会は、普段の業務
ではほぼないと思うので、これもいい経験となりました。お互いの自治体の状況などについて情報
交換ができ、近隣自治体についても知らないことが多いことを自覚したように思います。近隣の市
の方も多く参加されていたので、今後、自治体の区域を越えて連携し、何かしらの事業ができれば
面白いのではないかと思います。
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｢クラウドファンディングによる地域活性化研究会」に参加して

 【観光班】四條畷市教育委員会地域教育課 　大久保　章　

私がこの研究会に参加させて頂いた理由は、昨今、新規の事業に予算が付かない中、クラウド
ファンディング（CF）の活用は市の行政を行う上で様々な分野で活用できる、また、研究するこ
とで施策の選択肢の幅が広がると考えたからです。限られた予算の中で、市として新たな資金調達
の方法を探す必要があり、住民以外の他市の方々からもインターネットを通じて広く資金を集める
仕組みはとても魅力的でした。研究会に参加して何より感じたことは、普段では聴くことのできな
い各分野で活躍されているゲストスピーカーのご講義を聴けたことです。６月に開催された公開講
座では、講師としてご登壇されました、福井県鯖江市の今川氏の講演には衝撃を覚えました。行政
マンでありながら、素晴らしいアイデアとそれを実行に移す行動力、そしてスピード感。他の市町
村では決してまねできないのではないか、とまで思うような内容でした。例えば当たり前のことに
感じるかもしれませんが、昨今、返礼品等で問題になっているふるさと納税についても、返礼品の
競争ではなく、事業の１本１本に光をあて、それに携わる職員の想いを伝えるなど、ふるさと納税
の本来の趣旨に立ち返るべく、CF特化型のふるさと納税WEBサイトの「Ｆ×Ｇ（エフバイジー）
さばえ」を立ち上げられています。どうしても市町村において事業を行う場合、当初予算化に多く
の時間を必要とし、さらに議会の承認を得る必要があり、事業を行うスピードが失速してしまう現
状があります。その問題を鯖江市では企画課ではなく、財政課が直接CFを行うことにより、見事
にスピード感を保ち事業を成功させていました。その実績の積み重ねにより、議会の事前承認を得
て、新規事業を遂行されていることに感銘を受けました。今後当市でも、このスピード感と相手に
伝える熱意が求められると思います。新規事業を始め、スピード感を持って事業を遂行しようとす
るのであれば鯖江市のような仕組みづくりが当市においても必要ではないかと感じました。
また、今川氏は鯖江市の職員でありながら、日本全国の自治体等から講演の依頼があり日本全国
を飛び回りふるさと納税を始め、クラウドファンディングの普及に努めておられます。本当にあり
がたく頭が下がる思いです。この熱い思いが私達CFを行う自治体職員に強い共感を与え、強いて
は出資者にも強い共感を与えるのだと思いました。
研究会では、行政としてどの方法で資金集めを行うのが最も良いかについての研究も行いました。
そこで分かったことは、資金を集めるためには、共感を呼ぶ事が大切であるという考えでした。結
論としては、その時の事業にあった方法を選択する他ないと言う結果になりましたが、｢共感なく
して成功なし｣。この言葉が最後まで頭から離れませんでした。
また、共感という意味で忘れてはならないのが、CFで資金を集めたいということより、何がし
たいのか、どのように成功させたいのかという熱い気持ちが大切であり、どのように工夫をして共
感を呼び、いかに出資者に熱い気持ちを伝えるかが大切だと気付きました。資金集めにCFを使え
ば簡単に資金が集まると思っている方がいるとすればそれは間違いです。インターネットで資金提
供を呼び掛けたところで相手の心に響かなければ簡単に出資してくれないことはよく分かりました。
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失敗したCFの多くは、出資者に思いが伝わらなかったことだと思います。利用方法は多岐にわた
りますが、鎌倉市のように行政が主体で事業を行う他、企業や団体への後方支援を行ったり、城里
町のように知名度の上昇、最終目的はその町のPRや活性化を行うことにも利用できます。そうい
う点では、CFはお金集めをすることだけが目的ではなく、事業を遂行する上での一つの手段だと
いうことに気付きました。
成功事例の裏側には、共通して熱い思いを持ってそれを出資者に伝える担当者の存在があります。
資金調達の方法は、その事業を行う上で最適なものを選択すればいいと思いますが、ただ一つ言え
ることは、熱い思いと共感力を忘れての資金調達はできないということです。今川氏のような熱い
思いと共感を与える力を持った担当者がいることが、成功の土台となるのだと思います。
研究会の所感とは離れますが、研究成果報告会では司会をさせてもらい、考察を述べる機会をい
ただきました。緊張してうまく伝わらなかったかもしれませんが、これもこの研究会を通しての自
己研鑽の良いきっかけになりました。
最後になりましたが、指導助言者としてご指導いただきました保田先生にこの場をお借りして深
くお礼申し上げます。また、研究課題に対して的確なタイミングで参考になるセミナーの開催や、
ゲストスピーカーの方々との連絡調整等をしていただいたマッセ事務局の青柳さん、一緒に研究し
た松原班長、馬場さん、難波さん、様々な良い刺激を与えてくださりありがとうございました。ま
た、職場の同僚、上司の方々には多忙な時期であったにも関わらず、一度も休むことなく快く研究
会に参加させていただき深く感謝しております。
研究会を通じ、広げられた視野や考え方、得られた知識を、今後、市の行政に役立てたいと思っ
ています。皆さん本当にありがとうございました。
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｢クラウドファンディングによる地域活性化研究会」に参加して

 【起業支援班】四條畷市都市整備部建設課 　柳生　駿祐　

はじめに、本研究会に参加した目的として、四條畷市では特色のある産業や観光名所が少なく、
市をプロモートする題材に苦慮しており、クラウドファンディング（CF）を用いて、地域産業や
地域コミュニティが注目を集め、地域振興の一端を担う手段として用いたいと考えていた。
先進事例として東京都文京区や認定NPO法人藤沢市市民活動推進機構に視察に行き、実務に携
わる方々の話を聞く中で「住民の行政への信頼性」を改めて感じることができた。また、保田先生
の講義や公開講座を聞く中でクラウドファンディングを行うに当たって、先進性や注目を集めやす
い内容が特に効果が出やすいことが分かった。
一方、報告書を書く中で、行政がCFを行うことが難しいため、悩むことが多かった。つまり、
行政がCFを行うには、様々な合意形成や予算確保が必要となり、新たなことをスタートアップす
るには多くの場合、再来年度のことになってしまう。今からCFに係る事業をしようとしても、再
来年度には目新しさも注目度も無くなってしまう。これではCFをしても効果が低くなってしまう。
当然、行政の中でも新たなチャレンジは行っていくべきであるが、行政の構造として難しさがあ
る。今回の研究会を通して、行政がまず行うべきは、先進事例を見習い、組織としての思い切りや
チャレンジするということかと思った。また、スピード感を上げることが難しいのであれば、多様
な情報収集ツールを持ち、いち早く動き出せる体制作りが重要かと感じた。



｢クラウドファンディングによる地域活性化研究会」報告書

148 おおさか市町村職員研修研究センター

｢クラウドファンディングによる地域活性化研究会」に参加して

 【起業支援班】大東市政策推進部企画経営課 　中川　亮太　

私が本研究会に参加させていただいた当初の目的は、本市でもこれまでほとんど議論されてこな
かったクラウドファンディング（CF）について、今後、研究・検討を始めるにあたり、基礎的な
知識を学ぶことができれば、といった、やや気軽な感じであった。しかしながら、いざ、研究会が
始まってみると、基礎的な知識はもちろんのことながら、保田先生の講義をはじめ、CFの枠にと
どまらず、各方面において、最先端で活躍されている方々から、直接、貴重なお話をお聞きするこ
とができ、年間を通して、大変有意義な研究となった。
本市においても、これまで行政が取り入れてこなかった手法を、積極的に研究・導入し、市の
施策の充実を図っているところである。とりわけ、｢公民連携」の取り組みについては、全国初の
「公民連携に関する条例」の制定を目指すなど、全国に先駆けて、取り組みを推進しているところ
である。
本研究会で学んだ様々な取り組みも、広義的には公と民の連携であるが、厳しい財政状況や、住
民ニーズの多様化など、今後、ますます地方自治体をとりまく環境が厳しくなっていくことが予想
される中で、新しい行政のあり方、また、新しい行政と住民との関係性について、多くのヒントを
得ることができた。
フルセットの行政から脱却し、民間の力を最大限に活用する。また、行政と民間がそれぞれの強
みを生かして連携し、行政・住民それぞれにとって最大の効果を生み出していくことが、これから
の時代の行政が最優先に考えていくべきということを、改めて強く認識した。今回学んだことを、
少しでも形にできるよう、引き続き、研究を進めていきたいと思う。
なお、この研究会には、多くの市から、様々な部署の方が参加されていた。研究会を通じて、普
段はなかなか交流のない方々の話を聞いたり、意見を交わすなど、大変刺激を受けた。また、仕事
を進めるうえで、最も重要と考えている「つながり」を、新たに多く築かせていただくことができ
た。今後も、このような機会があれば、積極的に参加を考えていきたいと思う。
最後に、本研究会の助言指導者である保田先生、ならびに、本研究会で貴重なお話をいただいた
皆様に感謝を申し上げ、研究会終了にあたっての私の所感とする。
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｢クラウドファンディングによる地域活性化研究会」を通して

 【観光班】枚方市産業文化政策課 　難波 英太郎　

【研究会に参加したきっかけ】

私が所属している産業文化政策課は、観光振興にかかる施策企画などのミッションを担うべく
平成29年４月に新設されました。市の効果的なPR手法について考察しながら、枚方市の魅力向上、
交流人口の増加、経済活性化を目指した観光施策を検討していますが、厳しい財政状況下では様々
な制約に悩まされることが多々あります。そのような中で広く支援を募るクラウドファンディング
（CF）は今後の行政にとって有効な資金調達法であり、CFを研究することで施策の選択肢の幅が
広がると考え、本研究会に参加しました。

【研究会で学んだこと】

当初はCFについてほとんど知識がありませんでしたが、研究会ではCFに様々な形で関わってい
る方々の講演を聞く機会が多々あり、その中でCFとは何かという基本的な知識から、事業を成功
させるための秘訣など技術的なアドバイスを受けました。ふるさと納税や、民間資金を活用して官
民連携により社会問題を解決するSIBについての講演もあり、CFに関連するものについて広い知識
を身につけることができました。
また、研究会の中で神奈川県鎌倉市と茨城県城里町の事例視察を行いました。それぞれCFの実
施形態などは様々でしたが、行政としてCFに関わった担当者の生の声は非常に具体的で、実際に
CFを実施する上での大きな示唆を得ることができました。

【実際にCFに携わって】

研究会に所属している今年度、民間事業者がCFを活用して地域の名物を作るプロジェクトを行
い、市としてこれを応援することになりました。研究会やその視察の中でたくさんのヒントを得て
いたので、初めて携わるCFで様々な課題に直面しながらも、順調にプロジェクトを進めることが
でき、目標としていた金額も達成することができました。

【今後の展開】

CFは資金調達の手法ですが、実際に実施する中で、資金以外にも業務に役立つデータなど様々
なものを得られました。また研究会を通して、日常の業務ではなかなか関わることのない他市職
員や、CFに携わる熱い思いをもった人々と出会えたことも私にとっての大きな財産になりました。
今後もCFは資金調達だけでなく、プロモーションやマーケティングにおける重要な役割も併せ持
つことを認識し、取り組んで行きたいと考えています。
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｢クラウドファンディングによる地域活性化研究会」に参加して

 【施設リノベーション班】枚方市産業文化部文化生涯学習室 　能瀬 由芽子　

私が本研究会に参加したきっかけは、所属部署で検討を進めている文化施設の整備事業について、
クラウドファンディング（CF）を活用できる部分はないか、検討を進める材料になればという思
いからです。今回研究会に参加することで、今後の業務で生かすことの出来る様々な学びを得まし
た。
そもそもCFについて、私自身は「足りない資金を集めるためにするもの」という程度の認識し
かありませんでした。しかし、研究会の中で講義や実際の事例を聞くにつれ、単純に資金募集の
ツールとして捉えるべきではないという考えが強くなり、現在では資金を集めることはもちろん、
それよりも多くの人を巻き込み、プロジェクトを実施するために生まれる様々な効果に価値がある
のではないか、と思っています。例えば墨田区のすみだ北斎美術館の事例では、大きな資金を集め
ることが出来たことはもちろん、いくつかのプロジェクトを打ち立て、CFで資金を集めて事業を
実行していく中で、当初は反対派の多かった周辺住民の施設に対する見方が変わり、風向きが良く
なったという話がありました。このようにプロジェクトに関わった人たちがプロジェクトに対する
愛着、共感を持つことはCFの大きな利点であり、このような活用方法を知ることができたのは何
よりの収穫です。
また、CFの実施にあたっては、周りから見えている以上に実施主体に様々な負担がかかる、と
いうことも印象的でした。特に視察に伺った広島県の事例では、目標額達成の背景に担当者の多大
な苦労と努力、そして熱い思いがあったことを知りました。3000万円という大きな金額を集めてい
たため、いくつか大口の寄附があり、軽々と目標達成したのではないかという予想を持っていまし
た。しかし、実際に話を聞けば努力の連続で、少しずつ寄附を集めやっとのことで目標額を達成し
たそうです。期間中の担当者の精神的負担は相当なものだったそうで、インターネットのプラット
フォームで寄附を募ればなんとなく寄附金が集まるという甘い考えは通用せず、生半可な気持ちで
手は出せないことを改めて実感しました。
以上のように、今回の研究会では、CFについて単純な資金募集ツールとしての認識を改め、覚
悟と熱意を持って取り組む必要があることを学びました。今後CFを実施するような事業に携わる
ことになった際には、今回の研究会で学んだことを生かしていけるよう取り組んでいきたいと思い
ます。



研究員所感

研
究
員
所
感

151おおさか市町村職員研修研究センター

｢クラウドファンディングによる地域活性化研究会」に参加して

 【観光班】河内長野市総合政策部政策企画課 　松原　　徹　

「名物や観光資源の乏しい住宅都市｣、｢交流人口・活動人口・関係人口の増加」
これが、われわれ観光班メンバーの所属する自治体が抱える共通の課題である。
私自身は観光の担当ではないが、何か市内へ人の流れを生み出すものを新たに作り出すことはで
きないか。それがこの研究会に参加したきっかけでした。
いざ研究会に参加してみると、若手職員が中心で（全体で２番目ぐらいの年長でした）驚きまし
たが、いざ研究が始まると年齢の差、世代の差を感じず楽しく取り組めました。
まずは、何より指導助言者の保田先生のお話に圧倒されることばかりでした。
正に目から鱗のような話で、正直、時代についていけてない自治体職員として思い知らされるこ
とも多かったですが、新たな施策を検討する上で大変参考になりました。
また、報告会のリハーサルで指導いただいたプレゼン術などは、今後の仕事にも活かせる大変役
立つお話でした。この場をお借りして改めてお礼申し上げます。
公開講座では、一線級のゲストスピーカーのお話が聞ける貴重な機会であり、毎回もっと長くお
話が聞ければと思うことばかりで、特にトラストバンクの須永様や報告会で基調講演をしていただ
いた日本ファンドレイジング協会の鵜尾様などはとても印象に残りました。
一方で、班での話し合いの時間が中々とれず、視察先の決定や、報告書の構成・内容などもっと
議論ができる場があればとも感じました。
マッセOSAKAの青柳さんも含め、５人で向かった鎌倉市と城里町への視察は正に珍道中でした
が、クラウドファンディングを活用した地域活性化策として大変参考になるものでした｡（青柳さ
ん、お世話になりました｡）
短い時間の中で、報告書の作成や報告会の準備に奮闘した観光班の馬場さん、難波さん、そして、
観光班のマスコットである大久保さんに改めて感謝申し上げます。
最後になりますが、業務多忙の中、研究会に快く送り出していただいた職場の皆様に感謝申し上
げます。
この研究会で学んだことを今後の業務に役立てていきたいと思います。
皆様本当にお世話になりました。
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｢クラウドファンディングによる地域活性化研究会」に参加して

 【まちづくり班】八尾市人権文化ふれあい部久宝寺出張所 　桑原　浩一　

クラウドファンディング（CF）による地域活性化研究会では、CFは勿論のこと、CFに関連し
て、ふるさと納税、ソーシャル・インパクト・ボンド（SIB)、地域通貨、ファンドレイジングに
ついても学ぶことができたことが有意義だった。
CFに関しては、当研究会の指導助言である保田先生の講義にはじまり、｢FAAVO大阪」
｢FAAVOさばえ」｢Readyfor」の講義で様々な側面からの知識を得ることができた。そして、ま
ちづくり班として、地域住民が主体のまちづくりをテーマにCFがどういうものか、地方自治体と
してどのような関わりができるか視察先にプラットフォーマーの「FAAVO宮崎｣、CF起案者の
「若草HUTTE」｢MUKASA－HUB｣、行政等による支援について「京都市景観・まちづくりセン
ター」を選び、研究を行なった。視察は、普段接する機会のない人の話を聞くことができて有意
義であった。特に、民間の視察先では、情熱を持っている人ばかりで、色々なことにチャレンジ
しており、大変感心させられることが多かった。他にも、コワーキングスペースなど新たなビジ
ネスを広げる取り組みに触れる機会も今後あるかわからないので、貴重な経験をすることができ
た。講義・視察を通してわかったCFのポイントは、①CFはお金が勝手に集まるものではなく、集
めるツールであること②CFの成功者には、情熱を持った人が多い③CFはターゲットに対して「共
感性」を感じてもらうことが重要であるということである。以上の事をふまえて、地方自治体とし
て出来る関わり方を研究できたので、今後に役立てて行ければと思う。
ふるさと納税は、｢ふるさとチョイス」を運営している㈱トラストバンクの貴重な講義を聞けた
ので、勉強になった。ふるさと納税は、資金調達の手段として、広く浸透しているが、まだまだ魅
力な制度であることを改めて知ることができた。
SIBは、この研究会で初めて耳にした制度であったが、講義を聞いて個人的には、大変興味深い
ものであった。医療関係等予算が膨らんでいくこと業に上手く利用できれば、財政削減手段として
今後期待できる制度だと思った。
地域通貨は、地域を活性化させる手段として、興味深いものであったが、まだまだこれからのコ
ンテンツと思われるので、注目して行きたいと思う。
ファンドレイジングは、休眠預金、遺贈寄附の可能性について知ることができ、共感性が生み出
す新しい資金調達制度を知ることができた。資金の潜在性は非常に高いので、地方自治体としても
注目していく必要があると感じた。
講義全体の印象としては、どの講義でも参加者が多く、どの地方自治体も新たに資金調達する方
法に注目していると感じた。
最後に、研究会に参加した所感として、他の地方自治体の職員と一緒に研究できたことは、いい
刺激になった。普段は、自分の市以外の職員と一緒に何かをする機会はほとんどない上、違う仕事
の仕方や考え方に触れることで、勉強になったので、研究会に参加できて良かったと思う。
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｢クラウドファンディングによる地域活性化研究会」に参加して

 【起業支援班】八尾市人権文化ふれあい部市民ふれあい課 　廣田　詩織　

研究会に参加するまで、私は恥ずかしながらクラウドファンディング（CF）について全く知ら
ず、CFが一体行政と何の関係があるのか、ましてや、地域活性化につなげることなんてできるの
か、という疑問を抱いていました。
しかし、CFに先進的に携わっている方々の基調講演を聞いたり、視察に行ったりする中で、そ
の疑問は消え、CFの可能性や意義など、色々なことを学ぶことができました。
まずCFって面白い！と感じたのは、基調講演の中であった、｢CFはPR手法としても使える」
｢CFの成功には、周りの人へプロジェクトについてPRし、共感を得ることが必要」という話です。
CFサイトを見て､“CF＝お金集めの方法”というイメージを持っていた私にとって、この話はと
ても新鮮でした。また同時に、CF成功のためのPRが、結果としてプロジェクト自体のPRにもつな
がっており､“プロジェクトを成功させるためのPR＝プロジェクトのPR”という関係性が生まれ
ているのではないかと思いました。
また、視察の際には、東京都文京区の方から行政の名前でCFを行うことで、プロジェクト自体
の信用度が上がり、寄附が得やすくなること、社会課題解決のためのプロジェクトには、行政の協
力が必要な場合があることを教えていただきました。この視察を通して、行政がCFを行うことの
メリットや、意義について学ぶことができました。
他にも多くの講師の方や視察先の神奈川県藤沢市の職員、NPO法人の方から色々な話を聞かせ
ていただき、私が感じたことは、｢CFって、行政に身近なもの」ということです。
CF実施者には自社製品を売り込みたい企業、社会課題を解決したいと願うNPO法人など、様々
な立場の人がいます。その中で行政がCFを実施しているという事例は、全国の自治体数から見る
と、まだ多くはないと思います。しかし、｢行政」がやるからこそ、プロジェクトの信頼度が上が
る、｢行政」が取り組むからこそ、本当の意味での社会課題解決を目指すことが出来るなど、｢行
政」だからこそCFでできること、やるべきことがあるのだと、今回の研究会を通して知ることが
できました。そして同時に、行政が取り組み、社会のため、地域のためにCFを行うことが、結果
として地域活性化につながっていくのだと思いました。
正直、業務をこなしながら10か月もの間研究会に参加することは大変でしたが、自分の業務だけ
では知ることのできなかった、行政や地域活性化の可能性について知ることができた、とても貴重
な10か月間でした。
多忙な中、私達のために講義や視察の時間を作ってくださった保田先生や各種団体の方々、いつ
も温かくフォローしてくださったマッセOSAKA事務局。そして、いつでもまちのために前向きに
取り組む姿勢で、私に刺激をくれた、研究員の皆様に感謝しています。
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｢クラウドファンディングによる地域活性化研究会」に参加して

 【施設リノベーション班】高石市政策推進部総合政策課 　濱田　太郎　

高石市において、これまでクラウドファンディングを活用した事例はございません。しかし今後、
様々な事業を実施していく中で、財源確保は必ず生じる課題であり、その解決策の一つとしてクラ
ウドファンディング（CF）があるのではないかと考え、それを学ぶため、本研究会に参加いたし
ました。
研究会の講義の場ではCFの制度についてから始まり、それを実施した自治体の成功例や失敗例
などを学ぶことから始まりました。また、公開講座形式ではCFにおける第一人者の方々にお話を
伺い、さらに見識が深まっていきました。しかし、その段階ではまだCFは資金集めの要素が強い
という印象がありました。
その後、研究会では５班に分かれ、私は「施設リノベーション班」として「豊岡劇場」｢広島
県」｢山口県宇部市」の計３か所の事例について視察を実施しました。これら３か所の視察ではそ
れぞれ民間の事例、県の事例、市の事例と様々な角度からCFについて実務者から直接学ぶことの
できる非常に貴重な機会となりました。そしてこの３か所に共通していたことは、CFの実施に際
し、最も重要なことは「担当者の思い」ということでした。CFは決して単なる資金集めでポータ
ルサイトなどに掲載したら終わりということではなく、担当者が熱い思いをもって取り組みを伝え、
人々の共感を募っていくことが成功の鍵であることを学びました。
このように本研究会では座学から視察まで１年間通して様々な角度からCFの事例を学ぶことが
でき、通常の業務では得難い機会となりました。また研究会には大阪府内の同じ問題を抱えながら
も、日頃あまり関わることのない自治体職員の方々が多く参加されており、共にそれぞれの現状の
課題を共有しながら、研究できたことも非常に良い経験となりました。
今後、本研究会で学んだことを生かしていくことができるよう、CFを引き続き研究していきま
す。
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(１）ふるさと納税を活用したこども宅食プロジェクト

～ 東京都文京区 ～

視 察 日 時 平成29年10月18日㈬　14時00分～15時30分

視　察　先

視察場所：東京都文京区役所
住　　所：東京都文京区春日１丁目16番21号
最 寄 駅：東京メトロ後楽園駅、都営地下鉄春日駅
　　　　　JR水道橋駅
対 応 者：鈴木　 裕佳 氏（子ども家庭部子育て支援課長）
　　　　　高木　 二郎 氏（子ども家庭部子育て支援課子育て支援係長）

視　察　者

光岡　 亜衣（豊中市財務部財政課）
廣田　 詩織（八尾市人権文化ふれあい部市民ふれあい課）
柳生　 駿祐（四條畷市都市整備部建設課）
中川　 亮太（大東市政策推進部企画経営課）

【視察目的】

　東京都文京区で実施されている『こども宅食』プロジェクトは、区・NPO団体等が対等な関係
でパートナーシップを組み、事業に取り組むコンソーシアム（共同体）形式を採用されている。ま
た、寄附総額が2,000万円を超える成功を収めており、新たな取り組み事例および成功例を学ぶこ
とを目的とする。

【視察内容及び質問事項】

≪視察内容≫
　区・NPO団体等が対等な関係でパートナーシップを組み、事業に取り組むコンソーシアム（共
同体）形式を採用された経緯や、『こども宅食』プロジェクトの事業概要などについて担当者から
伺い、新たな取り組み事例および成功例から学んだ。

（質問事項）
・事業概要
・ 本事業について、ふるさと納税（ガバメントクラウドファンディング（以下、｢GCF」という｡)）
を行うこととなった経緯及び反対意見も含めた周囲の反響
・GCFを行う上での区の関わり方
・プラットフォームとして「ふるさとチョイス」を選択した理由
・今後他の事業で、同じような形でGCFをする予定の有無
・運営していく上で苦労した点及び工夫点
・GCFが完了したあとのフォローアップの予定
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・今後の課題・目標等
・協力団体の募集・選定方法
・寄附者の割合（文京区域内外）
・PRの方法や工夫点等

【視察結果】

≪事業概要≫
　経済的に困窮する区内の子育て世帯に対し、企業・フードバンク等から提供を受けた食品を宅配。
区はふるさと納税等を活用して、社会貢献として賛同された個人などからの寄附を原資とし、事業
運営費を補助。
　○　対　　象・・・就学援助受給者および児童扶養手当受給世帯（生活保護受給世帯は除く）
　○　平成29年度配送予定数・・・150世帯
　○　申込方法・・・宅配希望者がコンソーシアム事務局に直接申込み
　　　　　　　　　　（LINE@、郵送、電話、区窓口での書類提出）
　○　配　　送・・・宅配事業者により戸別配送
　○　コンソーシアム構成団体・・・特定非営利活動法人　フローレンス
　　　　　　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人　キッズドア
　　　　　　　　　　　　　　　　　一般社団法人　RCF
　　　　　　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人　日本ファンドレイジング協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　一般社団法人　村上財団
　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都文京区
　○　ふるさと納税　調達目標額・・・20,000千円

▶ 事業を始めることになったきっかけは、特定非営利活動法人フローレンスからの働きかけによる。
特定非営利活動法人フローレンスが子ども食堂を展開している中で、本当に必要な世帯に支援が
行きわたっているかどうか疑問に感じたことが発端となった。
▶ 区としても平成29年度の重点施策で「子どもの貧困対策」を検討していたこともあり、事業化に
至った。
▶ コンソーシアム形式を採用する一方で、区が主体となって事業を実施していると見られることが
多く、議会からも同様の質問を多く頂いた。
▶ あくまで区もコンソーシアムの構成団体の一つ。事業展開のフィールドとして文京区を選択して
もらっている立場。
▶ 宅食という事業スキームだけでみれば、NPO等だけでできないこともない事業であるが、本当
に支援が必要なターゲットにアプローチするには、行政が持つ情報が必要不可欠。
▶ NPO等は寄附が活動資金となることから、自ら行動して寄附を集めるノウハウを持っている。
　行政はどちらかと言えば「受け」の姿勢であるのに対して、NPO等は「攻め」の姿勢。
▶ また、広報活動に関して、NPO等は報道機関に対し独自のコネクションを持っていることや、
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表現に関する自由度も高く、行政に比べて発信力は大きい。
▶ コンソーシアムとして事業を展開する中で、苦労した点としては、行政・NPO等のそれぞれの
組織のバックボーンからなる文化の違いが挙げられる。事業を進めながら並行して今後の展開を
考えていくNPO等と、事業の計画性や様々な手続きが必要となる行政の間での調整が難航した。
▶ 住民にとって、行政が関与していることによる事業への信用度・信頼感は極めて高い。
▶ 寄附のうち、９割以上はふるさと納税サイトを通じたクレジットカードによる決済。目標を大き
く上回る額となっているが、あくまで宅食がリーディングケースとして注目されている中で頂け
たもの。今後、継続的に寄附を頂ける額について、見極めていく必要がある。
▶ 文京区民からの寄附は１割弱。それ以外は全国各地から寄附を頂いている。
▶ 「ふるさとチョイス」を選択した理由としては、ポータルサイト側も過熱する返礼品競争だけで
はなく、本来のふるさと納税の趣旨や寄附のあるべき姿として「GCF」を実施していたところ
であり、ちょうど区の考えが一致した。
▶ 申込み数については、予想を大きく上回る458世帯から応募があった。現在集まっている食品は
宅配業者の協力を得て物流を調整しているが、区役所内で箱詰めをしており、既に作業スペース
は限界の状況。今後は食品の保管スペースの確保も含め、申込み世帯数に対してどの程度まで対
応できるか精査が必要。

【所　　感】

▶ 先進的な取り組みであることから、全国からの注目度も高く、NPO等と連携して展開すること
で、効果的な情報発信や柔軟な事業展開などが可能となり、多くの寄附が集まったものと考える。
▶ 一方で、文京区の事例に倣い、全国各地で同様の事業が行われ始めると、ふるさと納税や寄附し
ていただく食料など資源が分散化することが想定される。継続的な事業展開が可能となるような
事業スキームの構築が必要。
▶ 文京区はふるさと納税により財源を生み出すだけではなく、食料の廃棄問題とも絡めて事業を展
開されている。ある事業目的を達成のために行う「GCF」はあくまで財源を調達する手段のひ
とつであり、他の資源や課題を組み合わせるなど、複層的な事業設計が重要と考える。
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(２）クラウドファンディングを活用した市民活動支援

～ 神奈川県藤沢市 ～

視 察 日 時 平成29年10月19日㈭　午後３時～午後５時

視　察　先

視察場所：藤沢市市民活動推進センター
住　　所：藤沢市朝日町10番地の７　森谷産業旭ビル３階
最 寄 駅：JR東海道本線　藤沢駅
対 応 者：濱野　 光平 氏（藤沢市市民自治部市民自治推進課課長補佐）
　　　　　手塚　 明美 氏
　　　　　（認定NPO法人藤沢市民活動推進機構副理事長・事務局長）
　　　　　細矢　 岳彦 氏（認定NPO法人藤沢市民活動推進機構事務局次長）
　　　　　　　　　　　　（藤沢市市民活動推進センターセンター長）
　　　　　桜井　　 光 氏
　　　　　（藤沢市市民活動推進センター　支援業務マネージャー）

視　察　者

光岡　 亜衣（豊中市財務部財政課）
廣田　 詩織（八尾市人権文化ふれあい部市民ふれあい課）
柳生　 駿祐（四條畷市都市整備部建設課）
中川　 亮太（大東市政策推進部企画経営課）

【視察目的】

　市民活動の自立化を支援することを目的とした、藤沢市市民活動推進センターの指定管理者であ
る認定NPO法人　藤沢市民活動推進機構は、｢FAAVO湘南」を運営し、クラウドファンディング
（以下、｢CF」という｡）を活用した市民活動支援を行っている。こうした取り組みから、CFを活
用した企業（市民活動団体）への支援について学ぶことを目的とする。

【視察内容及び質問事項】

≪視察内容≫
　市民活動推進センターの指定管理者として、NPO法人が指定された経緯や運営等について、藤
沢市担当者および認定NPO法人　藤沢市民活動推進機構担当者から伺い、市民活動支援の取り組
みから学んだ。

≪質問事項≫
・事業概要
・NPO法人が「FAAVO湘南」を運営することになった経緯及び市の関与の仕方。
・団体等がCFを利用するまでの流れや募集方法（団体等から自主的な動きによって利用されてい
るのか、市やNPO法人から団体等に向けて何か働きかけ等行っているのか)。



参考資料

参
考
資
料

161おおさか市町村職員研修研究センター

・団体等に対しCFを行う選定基準や注意点
・運営していく上で苦労することや工夫点
・相談やヒアリング等はNPO法人のスタッフが行っているのか、組織内で研修会等をされている
のか
・CFが完了したあとのフォローアップ
・他事業でのCFの活用予定
・今後の課題・目標等

【視察結果】

▶NPOの活動は責任の所在が曖昧になることもある。市民活動が盛んである藤沢市で、NPO活動
支援の必要性を感じ、同センターを展開。
▶また、機構自体は、各市民団体が活動しやすくするためには、どういうことが必要かを考え、多
角的に事業を展開している。事業規模としては、約5,000万円。
▶機構としての業務と、センターとしての業務は、適宜、連携を行いながら展開している。
▶機構において、各団体から相談を受ける中で、どのような考えで財源を調達しようと考えている
のかをヒアリング。地域密着型のCFが望ましいと思うものについて、｢FAAVO湘南」を活用し
ている。CFはあくまで手段の一つ。
▶助成金・補助金や金融機関からの融資等に比べ、CFを活用しての資金獲得はハードルが高く、
機構に相談のある企画内容に関しては、成熟度が低いものも多い。様々な課題を課していく中で、
最終的にCFを選択する人はそれほど多くない。
▶他地域のFAAVOについては、エリアオーナーにとって、それがメインの業務となっているが、
FAAVO湘南については、機構の数ある事業の一つであり、機構の主たる目的は団体の自立支援。
現実を知ってもらうことで、フェードアウトすることもあり、積極的に「FAAVO湘南」を展開
しているというわけではない。
▶選定基準については、特に設けておらず、各主体が最後まで走りぬく覚悟を持っているかどうか
を注視。後追いはしないようにしている。
▶基準を一つ挙げるとすれば、｢湘南エリア」に寄与するか否か、という地域性。
▶本人にできるだけ話してもらうことで、｢答え」が見えてくる。主訴を見極め、その部分をしっ
かりと支援していくことが重要。
▶「FAAVO湘南」を活用している団体に対して、事前、最中、事後、完了後の計４回のフォロー
アップを実施。
▶ファンド最中に進捗状況を定期的に報告することで、プロジェクトの信頼性が高まる。
▶支援が見込まれる相手に対して、直接会うことが重要。
▶ファンド終了後が一番大変。返礼品の作成や発送など。
▶手間を惜しむと成功しない。
▶藤沢市は、平成27年度に「ご当地ナンバープレート」の導入にCFを活用し、100万円の資金を調
達した。
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▶市の事業に対して資金調達をする際は、寄附が集まらなかった場合でも一般財源を充てて事業を
実施せざるを得ないことや、｢その事業は税金で行えるのではないか」と支援者から共感を得に
くいことがデメリットとなる。

【所　　感】

▶CFによる資金調達は、決して容易なものではない。発信力を最大限に発揮し、プロジェクトに
対する共感をより多く得ることで、初めて成立する。
▶そのためには、プロジェクト自体の成熟度は当然のことながら、継続的な情報発信や支援候補者
に対する積極的なアプローチなど、受動的ではなく自発的な姿勢が重要。
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(３）民間事業者が行うクラウドファンディングを活用した
施設リノベーション

～ 豊岡劇場 ～

視 察 日 時 平成29年10月３日㈫　午後１時30分から午後４時まで

視　察　先

視察場所：豊岡劇場
住　　所：兵庫県豊岡市元町10－18
最 寄 駅：JR豊岡駅
対 応 者：石場設計代表　石橋　 秀彦 氏

視　察　者

田中　 勇輝（茨城市市民文化部文化振興課）
能瀬 由芽子（枚方市産業文化部文化生涯学習室）
西岡　 良和（豊中市都市活力部文化芸術課）
濱田　 太郎（高石市政策推進部総合政策課）

【視察目的】

　クラウドファンディング（以下、｢CF」という｡）を活用し、リノベーションを行い劇場を再開
させた全国を代表する成功例である豊岡劇場。また、行政が主体となったわけではなく、石橋設
計の代表、石橋氏をはじめ、兵庫県立大学の学生などが「豊劇新生プロジェクト」を発足。また、
CF出資者も８割が地元住民で、プロジェクトに関わった人々皆が町を愛し、劇場を愛していたこ
とがわかる取組みである。視察メンバーが所属する各市でも、空き家となったような住宅や施設な
どの有効活用が問題となっており、視察を通して、CFの知識はもちろん、住民との連携や、施設
の有効活用の方法などさまざまな角度からアプローチできるプロジェクトであると感じたため、今
回の視察先とした。

【視察内容】

　豊岡劇場がどのように生まれ変わったのか、現地を視察するとともに、このプロジェクトの中心
となった石橋氏に、CFを活用する経過や多くの資金を集めるために工夫したことなどを伺った。
　また、豊岡劇場の映画以外の使用方法をはじめ、現在の施設の管理・運営方法、資金調達の方法
など、CF以外にも、施設の有効活用という側面からも学んだ。

【視察結果】

①　豊岡劇場について（なぜリノベーションしようと思ったのか）
1927年に誕生した豊岡劇場は当時、大衆文化の場であった。時代が進行するにつれ、映画も上
映するようになり、最終的には地元の人たちが愛する映画館へと変貌を遂げていくも人口減少や
施設の老朽化など様々な要因から豊岡劇場は平成24年に一度閉館する。
しかし、子どもの頃にこの豊岡劇場で映画に触れ、映画監督を志したこともある石橋設計の代
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表である石橋秀彦氏が中心となり、地域に親しまれた映画館を復活させるため、プロジェクト
チームを結成し、リノベーションに取り組んだ。

②　CFの活用について（活用の経緯、資金集めのコツなど）
CFで集めた資金はリノベーションの一部（小ホールの改修）のみにあてた。全体のリノベー
ション費用から見れば、決して大きい金額ではないのが正直なところだが、地元の人にこの取組
を知ってもらうとともに、実際にお金を出してもらい、参加してもらうことに意義があると思い
CFを実施した。
CF実施には地元のフリーペーパーに情報が掲載するなど、地元の人に情報が届くことが重要
である。そのための紙媒体での広報は非常に有効である。

③　リノベーションにあたり、工夫したこと、苦労したことなど。また、横のつながりについて
　（さまざまな人を巻き込むためにしたこと）
リノベーションを実施するにはデザインが大切である。また資金が限られている場合には相応
の工夫をしないと、費用がかなりかかってしまう。理想は地元にいる、いわゆる“センスのある
人”を巻き込み工夫をしたうえでリノベーションに取り組んでいくこと。都会の大企業にお金さ
え払えば良いものはできるかもしれないが、愛着は湧きにくいかもしれない。地元の人が取り組
むことによって愛着のある施設になると思う。

⑤　現在の問題点・課題
当初思い描いていたレンタルできるコミュニティスペースの活用は現在、ほぼ映画館としての
活用になっている。

⑥　行政とのつながりについて（豊岡市役所との関わりなど）
豊岡市役所とは特に事業実施に当たり関わりを持ったことはない。この先はわからないが、豊
岡劇場側から何か依頼することはない。

⑦　今後の展望
映画館としての存続はもちろんのこと、地元のクリエイター志望の若者に集まってもらい、コ
ミュニティスペースだけではなく、この劇場をどんどん活用していってもらいたい。若者が地元
に留まってその力を発揮していく場にしたい。

【所　　感】

　CFを用いて施設の改修などを行う場合は特に地元の人を巻き込んでいくことが大事だと感じた。
そのためには地元への地道な声かけなど、業者への委託などではない、見えない地道な作業が必要
になる。
　またCFに際してはその目的別にプラットフォームを使い分けることが重要（豊岡劇場の場合は
Motion Gallery）であることも生の声を聞くことで実感した。
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(４）広島県のクラウドファンディングについて

～ 広島県 ～

視 察 日 時 平成29年10月10日㈫　午後２時30分～午後４時

視　察　先

視察場所：広島県庁
住　　所：広島市中区基町10－52
最 寄 駅：広島電鉄紙屋町東
対 応 者：木村　 富美 氏（地域政策局中山間地域振興課長）
　　　　　横田　 晋一 氏（地域政策局中山間地域振興主幹）

視　察　者

田中　 勇輝（茨木市市民文化部文化振興課）
西岡　 良和（豊中市都市活力部文化芸術課）
能瀬 由芽子（枚方市産業文化部文化生涯学習室）
濱田　 太郎（高石市政策推進部総合政策課）

【視察目的】

　広島県は、｢ひろしまさとやま未来博2017」において、小学校や保育園の廃校舎など一定の役割
を終えた３施設を地域住民とともに、人が集い、新しいつながりが生まれる場所に再生する「廃
校リノベーションプロジェクト」でクラウドファンディング（以下、｢CF」という｡）を活用し、
3,000万円という目標を掲げて挑戦した結果、90日間で約3,840万円（達成率128％）の寄附を集めた。
　行政が主体となって資金を集め、地域住民とのコラボレーションに取り組んでいる先進的な事例
を学ぶ。

【視察内容及び質問事項】

⑴　視察内容
実際にリノベーションを実施している現場は中山間地域であり、現地視察は困難なことから、
広島県庁内の会議室で、プロジェクトの内容やCF等に関する事務手続を中心にお話を伺った。
⑵　質問事項
　①　CFは今回が初めての試みか？
　②　トップダウンによるものか、それとも担当部署の発案によるものか？
　③　準備期間はどのくらいか？
　④　予算計上のタイミングはいつか？
　⑤　CFについて批判的な意見（議会、県民、県外の人）はあったか？
　⑥　目標額が3,000万円だったが、総事業費はどのくらいか？
　⑦　目標達成の要因は何だと分析しているか？
　⑧　県内と県外の支援の割合は？
　⑨　実施後、県庁内の他の事業への影響はあったか？ 
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　⑩　今後のCF活用の予定は？
　⑪　数あるプラットフォームの中で、Readyforを選んだ理由は？

【視察結果】

⑴　主な質問事項に対する回答
　①　広島県庁では今回のCFが初めての試み。
　②　トップダウンによるものではなく、担当部署の発案によるもの。
　③　準備期間は約１か月。
　④　歳入・歳出予算については、資金調達終了後の平成29年６月議会で補正予算を組んだ。
　⑤　CFに関する批判的な意見は特に無かった。
　⑥　総事業費は約１億。
　⑦ 　前半は資金調達に苦しんだが、SNS等を通じて、どうしてプロジェクトを実施したいのか、
どのくらい本気なのかという自分たちの想いを自分たちの言葉で伝え続けたこと。

　⑧　県内と県外の支援の割合はおよそ７対３。
　⑨　県庁内の他の事業でCFを活用した事業は現在のところない。
　⑩　今後のCFの活用については、事業内容がCFにマッチするか否かによって検討する。
　⑪ 　プラットフォームについては、社会的な案件を多く取り扱っているという理由でReadyfor
を選択した。

⑵　全体（まとめ）
世界的に有名な建築家が携わり、目標金額3,000万円を大幅にクリアしたことから、スマート
に資金調達を行った事例という印象があったが、90日間の受付期間の折り返し地点である45日時
点では、達成率９％という厳しいスタートだった。
プロジェクトの趣旨に賛同する人は大勢いるが寄附してくれる人は少ないという状況を打破す
るために、｢自分たちがなぜこのプロジェクトを実施したいのか。プロジェクトに対してどれだ
け本気であるか」という想いをSNSで発信するほか、リノベーションを行う学校の卒業生や地元
住民が学校や地域での具体的なエピソードを発信し続けることによって、少しずつ支援者の心を
掴んだ。
また、支援者へのフォローとして、プロジェクトの進捗状況をこまめに発信した。
さらに、インターネットが苦手な層を取り込むために、プロジェクトの紹介を兼ねた支援申込
書を作成・配付し、オンライン決済だけでなく、銀行口座への直接振込も可能にした。
これらの努力が実を結び、残り１週間の82日時点で、目標金額の3,000万円を達成し、最終的
には、524件3,840万５千円の資金調達に成功した。

【所　　感】

　広島県のCFの活用は、資金調達を重視したものではなく、協力者を増やすことを重視したもの
であり、県内外の人々や県内の企業から、プロジェクトに対する理解と多くの支援を受けることが
でき、成果があった。また、資金調達においても事業費の３分の１以上を調達できたことは素晴ら
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しい。
　一方で、PRや事務手続、特にプラットフォーム会社との徴収委託、指定代理納付契約や公金の
取り扱い等についてはかなり苦労したようだ。今後、各自治体でCFを活用する際にも、会計事務
は避けてと通れないため、広島県が蓄積したノウハウは後進の自治体にとって貴重な事例となるだ
ろう。
　資金調達に主眼を置くのであれば、プラットフォーム会社に支払う手数料、返礼品のコスト、
PRに係る人件費等も考慮すると、CFは、効率的・効果的な手法ではないかもしれない。しかし、
広島県のように、プラットフォームサイトの情報発信力を活用し、事業のPRや協力者の獲得に主
眼を置くのであれば、非常な有効な手段であると感じた。
　広島県は、CFありきではなく、事業の目的を達成するための手法としてCFに着手した。そして、
熱い想いを持ったメンバーの勇敢なチャレンジによって、さまざまな困難を乗り越え、人々の心を
動かし、目標を達成することができた。熱い想いがなければ、失敗に終わっただろう。多くの自治
体で予想されるような、とりあえずやってみろという首長からの命令で、安易に着手することは避
けた方が良いと感じた。
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(５）宇部市　クラウドファンディング事例の視察について

～ 宇部市 ～

視 察 日 時 平成29年10月11日㈬　午後２時～午後４時まで

視　察　先

視察場所：山口県宇部市役所 総合政策部政策企画課
住　　所：〒755-8601 山口県宇部市常盤町一丁目７番１号
最 寄 駅：JR宇部線「琴芝駅」
対 応 者：古林　　 学 氏（政策企画課課長）
　　　　　中村　 大吾 氏（政策企画課課長補佐）
　　　　　上田　 優作 氏（政策企画課政策推進係長）
　　　　　飯田　 直樹 氏（政策企画課政策推進係）

視　察　者

濱田　 太郎（高石市 政策推進部 総合政策課）
田中　 勇輝（茨木市 市民文化部 文化振興課）
能瀬 由芽子（枚方市 産業文化部 文化生涯学習室）
西岡　 良和（豊中市 都市活力部 文化芸術課）

【視察目的】

　行政としてクラウドファンディング（以下、｢CF」という｡）を始めるに至った経過や課題、そ
の課題をどのように解決していったかについて、担当者に話を伺う。また、ときわ公園のプロジェ
クトに代表されるように、いかに横のつながりを作っていったのか、そのノウハウについても質問
したい。現在進行中のプロジェクトについて、現地視察ができるようなところがあれば足を運んで
みたい。

【視察内容及び質問事項】

　宇部市でCFを活用して実施した三事業（ときわミュージアムリニューアルプロジェクト、と
きわ公園テクノロジー×アートプロジェクト、JR宇部線駅舎アートプロジェクト）について、事
前に送付した質問事項を元に、CFの担当課である政策企画課にお話しを伺った。また、CFでリ
ニューアル資金を集めたときわミュージアムについて、現地の職員の方にご案内いただき、視察を
行った。
※事前送付の質問事項については別紙の通り

【視察結果】

⑴　質問事項の回答
　①　経過等について
・CFの実施についてはほぼトップダウンで、年度末に予算ありきで担当課に下りてきた話で
ある。
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・平成28年度に予算組みの仕組みを作り、全庁的に照会をかけた。照会はかけたものの、実施
事業についてはある程度政策企画課であたりをつけており、こちらから声かけを行った。
・CFの実施について、予算委員会の中でも特に質疑は無く、市民からも批判的な意見は特に
聞かれなかった。
・全てのプロジェクトについてAll－In方式。寄附が集まらず目標金額を達成できなかった場
合でも事業は進む。
・PRの際には宇部日報という地元の新聞に周知を協力していただいた。

　②　寄附金額等について
・寄附金額については1人当たり平均１万円円程度。
・募集金額の根拠について、現実的に集まりそうな数字を目標とした。総事業費の１割など、
対外的な説明のしやすさも重視。
・インターネットからの申し込みだけでは寄附が集まらなかったので、途中から窓口で現金の
受付を開始した。これも目標額達成の一因であると分析している。
・インターネットを通じて全国に寄附を呼びかけているが、寄附者の内訳を見ると市内の方や
宇部市に縁のある方が多い。

　③　CF実施後の反響について
・現在のところCFについて庁内的なルールは設けていない。制度について今後ブラッシュ
アップは必要であると考えている。
・担当課としては新規事業を実施するにあたって費用の調達にCFを使いたいという声が原課
からたくさんあがってくるのが理想。現在そこまでは至っていない。

　④　その他
・平成30年度は動物愛護団体への委託料についてCFを実施する予定。300万円が全体の事業費
で、50万円をCFで調達する。
・単純にプロジェクトを立ち上げ、インターネットに掲載しただけでは寄附は集まらない。い
かに共感を集めるかが重要で、楽しい企画であればいいと思う。
・CFを実施するためにかなりコストがかかっているので、費用対効果はよく考えたほうが良
い。

⑵　各プロジェクトについて
　●CF第一弾　ときわ公園の魅力アップのための２プロジェクト
　　・募集期間：平成28年10月20日～平成29年１月31日
　　　※平成28年度に寄附募集、29年度に予算執行
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　〇ときわ公園テクノロジー×アート人材育成プロジェクト
　　⇒ デジタルアート集団”チームラボ”と協力し、ときわ公園をフィールドとしたテクノロ

ジー・アート作品「世界を旅する植物に住まう生き物たち」を制作
　　・全体の事業費：およそ3,500万円
　　・CF目標額：100万円（達成）
　　・事業実施期間：平成29年９月15日～平成29年11月５日
　　　※夜間実施のため現地視察できず

　〇ときわミュージアムリニューアルプロジェクト
　　⇒ ミュージアムのリニューアルにあわせ、シンボルツリーとして樹齢1000年のオリーブの木を

植栽
　　・全体の事業費：およそ1,000万円
　　・CF目標額：100万円（達成）
　　・事業実施日：平成29年４月29日（ときわミュージアムリニューアルオープン日）

ミュージアム外観

樹齢1000年のオリーブ 植栽の紹介パネル。寄附者の名
前も掲示

　●CF第２弾　JR宇部線駅舎アートプロジェクト
　　⇒ JR宇部線の無人駅「草江」駅をアートで彩り、まちの活性化を図る。
　　・全体の事業費：100万円（作家への報酬・滞在費用など）
　　・CF目標額：50万円（達成）
　　・募集期間：平成29年６月19日～平成29年８月31日
　　・政策企画課の発案。JRの協力も得て広報を行った。
　　・９月から実施することが決まっていたので、その前の２か月間で寄附を募集。
　　　（あまり募集期間を長くしても間延びする）
　　・アーティストが現地に滞在して制作を行う「アーティストインレジデンス」の方式を採用。
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アーティストの郷さとこさんによってペイントされたJR草江駅の様子。
左：外観　右：駅内部に展示されていた作品

プロジェクトを支援いただいた方の名前を掲示

郷さとこさんのプロフィール。
郷さんは「紀の国トレイナート」
というアートフェスティバルのプ
ロデューサーとのご縁で紹介して
いただいた、とのこと。

【所　　感】

・CFはインターネットで募集したら資金が集まる、という単純で簡単なものではないことを再認
識した。行政としてCFに取り組むにあたってはそれなりの体制を整える必要がある。
・インターネットで広く全国に寄附を募っても、結局は地元や市に縁のある方の寄附が多いという
実態からも、｢その事業が自分にとって身近なことである」と捉えてもらうことが肝要であると
感じた。CFを実施する際にはどうすれば人々の心をつかめるか、プロモーションの方法を含め、
企画の段階で明確にしておく必要がある。
・CFについてはコスト削減のために資金を集めるという側面が強調されがちだが、その導入のた
めにもある程度コストはかかるということは認識しておくべき。
・窓口での現金の受付を途中から開始したら寄附の件数が増えたという話もあったが、ターゲット
層を想定した寄附方式（プラットフォーム）を採用すべき。
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(６）観光先進地におけるクラウドファンディングの活用

～ 鎌倉市役所 ～

視 察 日 時 平成29年10月３日㈪　午後１時～３時

視　察　先

視察場所：鎌倉市役所
住　　所：神奈川県鎌倉市御成町18番10号
最 寄 駅：JR鎌倉駅
対 応 者：片桐　 良太 氏（市民活動部観光商工課）

視　察　者

松原　　 徹（河内長野市総合政策部政策企画課）
大久保　 章（四條畷市教育委員会地域教育課）
馬場　 浩行（茨木市企画財政部まち魅力発信課）
難波 英太郎（枚方市産業文化部産業文化政策課）

【視察目的】

　鎌倉市は、地方自治体が主体となったクラウドファンディング（以下、｢CF」という｡）により
観光施設整備事業の資金を募った初めての自治体である。これまで数多くのCFを実施しており、
視察目的はこの事業の取り組み効果を調査するものである。

実施事業
　｢かまくら想いプロジェクト」として100万円を目標金額に、第一弾：99万円　第二弾：67万円　
第三弾：29万円の支援を集めた。
　続く「鎌倉これあらた（維新)」プロジェクトでは500,000円の目標金額に対し、471,000円（目
標金額の90％）の支援を集めた。

【視察内容及び質問事項】

　視察内容としては、庁内で担当者の説明を受け、その後CFを通して整備した市内２箇所の観光
案内板を見学した。
質問事項としては
１．CFを実施するにあたり条例・規則を定めたか
　　（意図：法的な明確化が必要か確認するため）
２．iikuniの仕組み及び市との関わり
　　（意図：連携し効果的な事業を展開しているか確認するため）
３．CFをどうまちづくりに役立てるのか
　　（意図：地域活性化というテーマ性に沿っているか確認するため）
４．CF成功の秘訣
　　（意図：今後事業を実施する際に参考にするため）
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５．他に考えているプロジェクト
　　（意図：事業の拡がりについて把握するため）
６．失敗例
　　（意図：今後事業を実施する際に参考にするため）
７．CFを実施するにあたっての庁内処理
　　（意図：自治体ならではの問題などを把握するため）
８．今後の展望
　　（意図：事業の拡がりについて把握するため）

【視察結果】

１ ．CFを実施するにあたっての条例や規則は定めていない。観光商工課としてのみ行っているの
で、庁内的な例規を定める必要はないと考えている。したがって庁内的な指針はなく、部長決裁
をとることにより意思決定を行い、実行している。
　 　CFに関しては、観光に絞るつもりはなかったが、ジャパン・ギビング（CF事業者）から事業
実施の提案があった。地方自治法改正によりCFを寄附として扱えるようになったのも、支援増
加を見込める大きな要素であった。

２ ．iikuni（鎌倉のCFサイト）は市が絡んでいるものではなく、｢カマコンバレー」という事業者
が単独で行っている。前回の花火大会のときに連携はしたが、普段は全く関わっていない。今
年の花火大会はCFの影響もあり、1,600万円の黒字だったが、それは実行委員会への歳入となり、
おそらく来年度以降の繰越となる。なお、市が実行委員会に一定の負担金は払っている。

３ ．観光は鎌倉の大切な要素だが、観光を通して市民にフィードバックするのが難しく、観光に税
金を充てきれない側面がある。しかし、市内にも市外にも鎌倉を応援してくれる「鎌倉ファン」
が多数存在していることは把握していたのでCFでの事業を検
討した。事業者に関してはCF事業について当時市役所として
の仕様に沿うことができたジャパン・ギビングと事業を実施す
ることとなった。ジャパン・ギビングとは当初は随時連絡を取
り合っていたと思うが、事業が波に乗ると、２回目以降はそ
こまで密に連絡を取り合うことはなくなった。今はCFの事業
者も増え、事業を開始するにあたってはホームページ上で仕様
を公開し、見積もり合わせをおこなった上で業者を募っている。
前回の公募の際には「月締めで請求できる」や「予算は100万
円｣、｢手数料は達成金額の何パーセント」といった仕様を提示
したが、結局手を挙げたのはジャパン・ギビングのみであった。
　 　市内には様々な団体があるので、そこに広報活動をすると口
コミによりCFのことが周知されやすい。他の市では行政が主

（写真１）
CFの支援を通して設置された観光案内板
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体ではなく、商工会などが主体でCFを行っているところも多く、その方が身動きがとりやすく、
地域の活性化としての側面も大きい。その場合は市が負担金を出すなどしているようである。市
が主体でCFを行うと、地域の活性化というよりは「観光基盤の整備」といった側面になってし
まう。

４ ．CFの広報については市役所入り口や支所、駅などにペーパーでチラシを作成し設置していた。
その際は印刷製本費が費用としてかかった。
ふるさと納税は、勿論別の部署で行っているが、CFとは一線を画して行うようにしている。
CFは結果の予測ができないので過度に期待して行うべきではない。事業の一部をCFで賄うくら
いの前提でないとなかなか事業を成功させるのは難しいと考えている。
今回行った案内板事業に関しては必ずしもCFでないといけないものではなかったが、CFで支
援を募るのが適していると思われた。案内板の返礼品としては、その案内板に「自分の名前が刻
まれる」というものであるが、これは鎌倉ファンにとって非常に好評である。案内板を設置する
場所に関しては、市の土地であったり個人の土地であったり様々であったが、土地の利用書など
を交わして今のところトラブルなく設置することができている。国の土地を使用することは今の
ところないが、県の土地に設置することは過去にあった。その際も、書類をしっかりとそろえて
おけば特に問題はなかった。しかし、市の土地を使用する際に、案内板に法人の名前が表示され
る場合は屋外広告物にあたりかねないといった意見があり、一度事業が止まりかけたことがある
ので、しっかりと事前に庁内で整理しておくことが必要であると痛感した。
CFもふるさと納税も税法上の根拠は同じであり、支援者が寄附金控除を受けることは可能で
ある。最近国からの通知によるふるさと納税の返礼品の自粛の問題があるが、案内板の事業に関
しては、あくまで返礼品は名前を刻むだけであって金品ではないという判断のもと行っている。

CFがふるさと納税と異なるところは、｢支援者も同じひとつのグ
ループとして盛り上げていく」ことが大切だということである。寄
附して良かったと思ってもらえるように工夫する必要がある。CF
でないと出来ないことを意識して事業を実施するべきだと感じてい
る。
CFを成功させるための秘訣としてはターゲットを明確にするこ
とである（例：鎌倉ファン、歴史ファンなど)。そしてそのそれぞ
れのターゲットに対して適切なコンテンツを提示することが大切で
ある。CFの広報として、インターネット上では市のホームページ、
ツイッターとジャパン・ギビングでしか行っていない。チラシを設
置したり、新聞や地域のタウン紙に掲載されたことはあり、その広
報効果の詳細は不明だが、紙面による広報でも見てくれる人が多く
効果はあると思われる。

（写真２）
CFの支援を通して設置された観光案内板
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５ ．今年度も、寄附者の関心をそそるよう工夫を凝らした案内板設置を予定している。例年100万
円ほどの規模で予算を経常している。CFを実施するにあたっての初期費用としては、PRのため
の印刷製本費と人件費だけである。
今後行いたい事業としては観光案内板の他に観光地トイレの改修である。観光地鎌倉として綺
麗なトイレにして欲しいという声がある。しかし、トイレの改修は案内板設置と比較するとかか
る費用が膨大であり、なかなか実現するのは難しいと感じている。トイレ改修事業の支援に対す
る返礼品を決定するのも困難である。

６ ．失敗例としては「かまくら思いプロジェクト」にて案内板設置のCFを行ったが、平成25年度
の第一弾から平成27年度の第三弾にかけて同内容を継続したため、プロジェクトがマンネリ化し
てしまい、年々支援金が減少したことである。

７ ．CF事業を開始するにあたっては、議会に公に話しが上がったことはなかったと思う（下話は
していたかもしれない)。主には事業を行った後、議会に対して報告していた。CFを行うにあ
たっての形式として、支援金が目標額を達成した場合にのみその事業を実施する（目標金額を
達成しない場合はその事業は実施されない）｢達成後課金方式｣（All or Nothing）と、目標金額
を達成しない場合でも、集まった金額だけを事業にあてる「都度課金方式｣（All－In）があるが、
自治体としてCFをするにあたっては、事業を実施できるよう事前に予算化し、CFで集められた
分を事業にあてるという方式でないと、現実的に事業を実施するのは困難だと思われる。した
がって、事業を実施できるようにするためのCFではなく、予算の負担を少なくするのが行政の
CFだと考えている。
寄附者の分析はジャパン・ギビングが行うが、その分析はまだされておらず、支援者の詳細は
現時点で不明だが、傾向としては市民による支援が半分、市外からの支援が半分だと感じている。
CFにおいては事業者（ジャパン・ギビング）も支援者の名前（ペンネーム）とメールアドレス、
クレジットカード情報といった個人情報しか把握していないので、詳細な分析は難しい。支援者
へインターネット上で質問をすることができるが、あまり質問が多いと今後の寄附意欲が失せか
ねないのでそのあたりはバランスを見ていくつ質問を行っている（例：市内在住ですか？　寄附
は初めてですか？など)。
CFの支援金は「寄附金」として一般財源への歳入となる。歳出は案内板の作成に係る歳出と
ジャパン・ギビングに支払う委託料（手数料）の２通りがある。

８ ．CFはあくまで市をPRするための広報事業として行い、それに付随して支援が集まれば有難い
という感覚で行うのが良い。広報をきっちりと行うことができれば口コミにも広がり、事業が広
くPRされる。

【所　　感】

・CFの実施方法として「達成後課金方式｣（All or Nothing）と「都度課金方式｣（All－In）の２
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つから選択することが可能であるが、行政が主体となって事業をする場合は、予算の中で必ず事
業を実施しなければならない側面があるので、前者は適しておらず、後者を選択するのが基本で
ある。そのため、CFを通した事業を行う場合も、従来どおり予算を経常して行うスケジュール
でなければならない。
・行政が主体となる場合は、法令等の縛りを解決しなければならないと考えていたが、実際は決裁
による意思決定のみで実施しているとのことであった。しかし、事業の中でCFを活用すること
については、関係課にしっかりと事前に話しを通しておく必要がある。
・行政が主体となるCFでは「整備事業」といった側面が強くなり、｢地域活性化」につなげるため
には工夫が必要だと感じた。その工夫については本研究会で考察していく必要があると感じた。
・CFを成功させるためには効果的なPRが必要不可欠であるが、行政主体の場合はインターネット
上での周知が市ホームページや市のツイッターに限られてくる。そのため、紙面にて市の関連施
設等を巻き込んだ粘り強い周知広報が必要であると感じた。
・行政主体のCFでは支援金については過度に期待せず、市の取り組みに対する「広報事業」とい
う位置づけで行うことが適していると感じた。
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(７）「日本一人気のない町？」におけるクラウドファンディングの活用

～ 城里町役場 ～

視 察 日 時 平成29年10月３日㈫　午前11時～午後１時

視　察　先

視察場所：城里町役場
住　　所：茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428番地25
最 寄 駅：JR水戸駅
対 応 者：江幡　 守仁 氏（まちづくり戦略課）

視　察　者

松原　　 徹（河内長野市総合政策部政策企画課）
大久保　 章（四條畷市教育委員会地域教育課）
馬場　 浩行（茨木市企画財政部まち魅力発信課）
難波 英太郎（枚方市産業文化部産業文化政策課）

【視察目的】

　町自らが発信しているとおり、茨城県の中でも無名な小さな町がクラウドファンディング（以下、
「CF」という｡）を通してダムカレー製作についての資金調達を成功した。広く支援を集めるのが
必須であるCFだが、無名な町がどのように事業を成功させたのかなどを調査するものである。

実施事業
　ダムカレー開発事業について、目標金額1,200,000円に対して1,380,000円（115％）の支援を集
めた｡（実施期間は平成29年７月31日～９月29日）

【視察内容及び質問事項】

　城里町役場にて担当者の説明を受け、その後ダム管理事務所などの関連施設を視察した。最後に
地域おこし協力隊による質疑応答を行った。
　質問内容は主に以下のとおり。

１．高大官連携のきっかけ
２．ダムカレー以外に検討した内容
３．高校、大学、地域おこし協力隊、行政それぞれの役割（特に行政の役割）

【視察結果】

〈城里町役場　江幡氏〉
１・２ ．プロジェクトのきっかけとしては城里町唯一の高校である水戸桜ノ牧高校常北校の知名度

向上と学生の郷土愛向上などを図るものであった。行政としては、新たな観光資源の実現と
地域の高校の活性化を期待していた。常磐大学の砂金ゼミが主体となってプロジェクトを進
めた。集まった支援金も一旦砂金ゼミの口座に入る仕組みである。CFのHP案も大学生が主
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体で作成し、返礼品のアイデアも大学生が主体で検討した（5,000円程度のボリュームを基
準にしていた)。

　平成28年度に具体的に何か事業が出来ないかを高校・大学の６つの学生グループに分かれて検討
しはじめた。平成29年１月のアイデア発表会にて各グループそれぞれ一つずつ計６つの事業案が出
たが、そのうち一つがダムカレーの商品開発であった。
　ダムを活かした事業ということで、JTBにダムに詳しい人がおり、江幡氏が事業の相談をした。
CFのプラットフォームをReadyforにした理由は、ReadyforがJTBと関わりがあるというのと、一
人の担当者（キュレーター）が専属でプロジェクトを先導してくれるので学生たちが初めてCFを
するにあたっては心強いというものであった。ReadyforはCFのノウハウがとてもあり、キュレー
ターによる事業分析をしてくれるというメリットもある。Readyforのキュレーターと具体的に協
議をし始めたのは平成29年６月くらいからであり、平成29年７月31日からCFを実施するまでと
てもタイトなスケジュールであった。プラットフォームの業者選定が容易なのも、タイトなスケ
ジュールに対応できるのも役所外の団体が主体となってCFをする大きなメリットである。
　｢All or Nothing」形式でCFを行った理由としては、行政を含めて事業に対する予算がゼロで
あったことが大きい。すなわち「All-In」にして、目標金額を達成しない場合もリターンをしな
いといけないが、中途半端な寄附だけだとリターンすらするのが大変になるからである。また、
「All or Nothing」の方が達成しないと事業が一切できないので関係者に危機感が募って良いとい
う考えもあった。なお、今回のプロジェクトの支援に関しては税の控除対象外である。
　Facebookといったネットメディアを使うことで、支援が増えた｡（Facebookで地元有名人の高
野誠鮮氏が共有してくれたことで爆発的に支援が伸びたのかもしれないと江幡氏は感じている｡）
　一般的なCFの傾向としては、寄附募集の前半にグッと支援が伸びるパターンと、後半に伸びる
パターンの二つに大きく分かれる。今回の城里町のCFは前半の寄附の集まりが悪く、後半に支援
が伸びる想定も出来ずにキュレーターも頭を抱えていた。結果的に後半に急激な支援金の伸びがあ
り、目標金額を達成したが、これは珍しいパターンであった。キュレーターによる分析はまだなの
で、なぜ支援期限終了間際のタイミングで爆発的に支援が増えたのかは分からない。
　プロジェクトのPR活動としては学生によるビラ配り（ビラは行政と協力隊により作成）を地域
のイベントや祭りにて行った。CFに対する町民の認知度は低かったが、以前に城里町に住んでい
た人からの支援が比較的多かった。町内会の回覧にチラシをはさんでのPRも行った。
　学校との連携が人々の共感や応援意識を得て、支援につながったと感じている。キュレーターの
アイデアによりダム関係者へ事業をPRし、そこからの支援も増えた。
　今後はCFにより金額が集まったのでダムカレーを実際に販売するよう動いていく。

３ ．今回のプロジェクトにあたっての行政の役割としては人的支援のみであり、負担金を出したり
もしていない。予算は全くのゼロでプロジェクトに加わった。
　このプロジェクトで目標金額を達成してダムカレーの開発ができることも嬉しいが、対外的な認
知度が上がったことが嬉しいと江幡氏は感じている。
　CFは実際のところ内輪の人間の支援が30％程度ある事業が多いが、今回は全体の10％程度であ
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る。その他は外部の人間の支援のみである。プロジェクト途中にて「支援が集まっておらずピン
チ！」と地元紙に掲載されたことがあったが、それは議会開催中のタイミングであり、｢行政とし
て支援金を出すのか」という質問があったが、町役場としては「出さない」と回答しており、江幡
氏も個人的に支援しようと思ったが結局行わなかった。
　今回のプロジェクトはまちのPRになればという思いが強く、特にプロジェクトに関してはター
ゲットを定めずに行った。
　江幡氏は今回のプロジェクトを通してダムカレー目当ての観光客が来ることを願っており、返礼
品はそのことを見据えて工夫した。

＜城里町地域おこし協力隊　瀬川氏＞
　城里町地域おこし協力隊は町の採用である（所管はまちづくり戦略課)。異なる町同士での横の
つながりもあり様々な経験を積むことができる。今回は、プロジェクトを進める大学生・高校生の
グループのサポート的な役割を行った。
　CFについては学生時代から知っていたが実行に携わったのは今回が初めてであった。近隣の大
洗町では70～80歳台でCFを知っている町民もいて、CFの認知については地域差があると感じた。
　CF成功の秘訣として感じたことは、｢毎日更新する」ことである。プラットフォームや
Facebookのページにて、小さなことでも良いので毎日情報を更新している人は支援を集めやすい。
Facebookやツイッターなどでネタや対象者をピックアップして情報発信をしてその反応（閲覧
数）を踏まえてプラットフォームを更新すると直接的な支援増加につながりやすい。
　｢続ける気力」も大切である。なかなか支援が集まらないタイミングで、学生はPRのためのチラ
シ配りを粘り強く行った。すぐに効果は見られなかったが、最終的に目標金額を達成したことを見
ると、その時の頑張りが最後に身を結んだと感じる。
　しかし、高校生との連携は困難な点が多く、例えば、高校生は夜間に活動できないので、昼間の
授業の合間に会議を行うなどの時間的制約が多かった。
　また、昨年度にダムカレーでCFを活用することを立案した当時の高校２年生は、学校の方針で
３年生になるとプロジェクトから離れ、下の学年が実際のCF実施に携わった。そのため、実施す
るにあたり最初は「やらされている感じ」が強くあり、自発的に行動させるのが困難であった。ま
た高校３年生になった生徒の親から最後までプロジェクトを続けさせて欲しいとのクレームもあった。
　今回のプロジェクトをPRするにあたってはより多くの人々から応援してもらうために「高校
生」というキーワードを前面に出した。それも効果があったと感じている。

【所　　感】

　城里町の事例は、高大官連携でのプロジェクトであったが、自治体は予算を持たず、あくまで裏
方に徹したことがむしろ成功につながった感がある。
　城里町としても前例のない取り組みであったため、庁内での調整を始め、担当者である江幡氏は
ご苦労されたようである。
　われわれの視察についても江幡氏に様々なご調整をいただき、ご同行もしていただいたが、この
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方が担当でなければ今回のプロジェクトの成功はなかったと思わせるような行動力のある方であり、
自治体職員として見習うべき点は非常に多かった。
　自らを「日本一人気のないまち」と言うほど知名度の低い町であるが、CFを活用することで、
広く資金を調達することができた。
　共感を得るプロジェクトであれば、自治体の大小に関わらず資金調達できることがCFのメリッ
トであると実感できた視察であった。
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(８）京町家まちづくりクラウドファンディング支援事業について

～ 京都市景観・まちづくりセンター ～

視 察 日 時 平成29年10月19日㈭　午後２時～３時30分

視　察　先

視察場所：京都市景観・まちづくりセンター
住　　所：京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の１
最 寄 駅：京阪電車五条駅
対 応 者：梶山　 真樹 氏（事務局次長）
　　　　　野間　 久世 氏（事業第二課長）
　　　　　上田　 菜穂 氏（事業第三課長）

視　察　者
桑原　 浩一（八尾市人権文化ふれあい部久宝寺出張所）
玉木　 亮介（吹田市土木部総務交通室）
松岡　 由子（箕面市地域創造部箕面営業室）

【視察目的】

　京都市景観・まちづくりセンター（以下、｢財団」という｡）で実施している「京町家まちづくり
クラウドファンディング支援事業｣（以下、｢京町家CF支援事業」という｡)」について、支援事業
の実施側の視点からクラウドファンディング（以下、｢CF」という｡）活用の利点、課題や、行政
の関わり方等に関することを調査するため。

【視察内容及び質問事項】

１．事業実施に至る経緯等
２．事業の概要
　・事業スキーム
　・投資型CFを採用した理由
　・京町家まちづくりファンド改修助成との違い
　・京町家活用事業者からの投資・分配について
　・京町家CF支援事業を活用して改修された件数、応募状況
３．指定事業者等の選定方法
４．行政等との関わり方
５．今後の課題等

【視察結果】

１．事業実施に至る経緯等
・財団では、平成28年度から「京町家CF支援事業」を実施している。
・同事業実施する以前の平成17年から、｢京町家まちづくりファンド」という事業があった。こ
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の事業は、篤志家からの寄付金をもとに、それと同額の京都市、民都機構、それぞれの供出に
よる資金により創設した基金を用いたもので、京町家の外観の改修工事費用の一部の支援など
京町家の保全・再生の取り組みを支援するもの。
・こうしたファンドが運用されているところ、CFの活用が注目される中で、京町家の再生・活
用に関して、投資型CFを導入した「京町家CF支援事業」を行うこととなった。投資型CFと
しているのは、資金を循環させ、継続するねらいがあったからであるが、比較的需要の見込め
そうな京都において導入を試みてはどうかという国等からの強い後押しもあったようである。

２．事業の概要
・京町家CF支援事業は、京町家を改修、活用して事業を実施する事業者に対する支援を行う事
業である。
・「京町家まちづくりファンド」が、個人の住宅等の改修等を対象にしているのに対し、京町家
CF支援事業は、京町家を改修して活用する「事業｣（企業活動等）を対象としている。
・京町家CF支援事業の事業スキーム図は下図のとおり。

京町家まちづくりクラウドファンディング支援事業（事業スキーム図)

・事業スキームの概要は、｢第３回京町家まちづくりクラウドファンディング支援事業募集要
項」において、下記のように記載されている。
〇京町家クラウドファンディング支援事業は、京町家を改修、活用して事業を実施するに当た
り、投資型クラウドファンディングの仕組みを利用して改修費用を調達する事業者（以下
「京町家活用事業者」という｡）に対し、資金面での支援を行うものです。
〇公益財団法人京都市景観まちづくりセンター（以下「当財団」という｡）に「京町家まちづ
くりクラウドファンディング支援基金（以下「基金」という｡)」を設立し、京町家活用事業
者に対し、クラウドファンディングに必要な初期費用を負担するほか、募集目標額まで投資
が集まらなかった場合に、その過半が集まっていれば残額を当財団が基金から投資を行いま
す。
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〇当財団からの投資は京町家活用事業者が利用したクラウドファンディングを通じて行います
が、その際、当財団は他の投資家と同様に、クラウドファンディングの運用による分配金を
受け取ります。
〇今回募集の京町家クラウドファンディング支援事業におけるクラウドファンディングの運営
については、公募により選定、委託した指定事業者であるミュージックセキュリティーズ株
式会社（以下「指定事業者」という｡）が担います。

・投資型CFであるため、事業により収益があった場合は、これを投資家に配分する必要がある。
期間は３年間である。
・京町家CF支援事業による支援とは、主に下記の二つである｡（詳細は、同事業募集要項参照｡）
　〇初期費用負担
　　・ファンド組成に伴って必要となる費用の負担。上限100万円。
　〇支援投資
・CFの募集期間中に募集目標額を調達できなかったが、募集目標額の２分の１以上を集め
ることができた場合、残額を財団がCFを通じて投資する。上限300万円。
・「初期費用負担」分は返済の必要が無いのに対し、｢支援投資」分は他の出資者と同様に、
収益の分配を行う必要がある。
・ファンド運用期間中のファンド運営経費（資金調達額の２％/年)、事業の監査経費（108
千円／年）は、支援の対象となっていない。

３．CFを運営する指定事業者の選定
・指定事業者はミュージックセキュリティーズ㈱。
・投資型CFを扱う運営事業者が少なく、二者の応募があったが、扱った事例が多い同社が選定
された。

４．事業の実績等
・第１回京町家CF支援事業（平成28年度実施）は、一者の応募があり、事業実施に至った。
・事業を実施した「蔵や　南聖町」は、大正時代築の京町家を一棟貸しの旅館に改修したもので、
錫工芸の工房を併設した職住一体の場として機能していた京町家の文化を継承したもの。
・改修等に要した総事業費の一部の600万円を京町家CF支援事業で調達したが、資金はスムーズ
に全額集まったため、財団による「支援投資」も行われなかった。投資家は約60名。
・第２回の募集には応募は無く、現在、第３回の募集中であるが、現在のところ、いくつかの問
い合わせはあるものの、応募には至っていないとのこと。

５．事業についての評価、感想、課題等
・同財団による事業実施に当たっては、公益財団という特性上、投資事業に関わることについて、
慎重な意見があった。
・これまでの間、１事業のみの実績しかない。その背景としては、下記等が考えられる。
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〇現在の低金利の金融情勢の中、投資型CFを活用するメリットが小さいと感じられている。
〇投資型であるため、ファンド活用、運用に手間がかかり、また、経費も負担となっている。
〇１例目においても、事業実施までに１年程度を要するなど、時間がかかってしまい、その間
の収益が見込めなくなってしまう。
〇CF活用のメリットであるPR効果についても、２例目以降は期待が低くなっている。
〇支援の内容のうち「初期費用負担」は返済等が不要であるが、CFを活用しなければ不要で
あったコストであり、メリットとして評価しにくい。
〇１例目の「蔵や　南聖町」の例が、改修計画、活用計画ともに優良であったため、ハードル
が上がっている。

・「蔵や　南聖町」の例は、旅館としての活用であったため、昨今の民泊に関する周辺住民の不
安などの意見があった。

【所　　感】

・京町家CF支援事業は、敢えて投資型としているが、購入型等とすれば、多数の事例が生まれる
と思う。
・京都という魅力の高いまちであるため、京町家を旅館として活用したい事業者は非常に多いが、
金融機関からの融資も得られやすいと思われ、敢えて投資型CFを用いる必要性も小さく、他の
地域であれば、違った状況となるのではないか。
・市中金利等、金融事情が変われば、本事業の活用状況が変わると思われる。
・投資型等、公共が収益事業に関わることについては、その必要性の是非も含め、様々な議論があ
ると思われる。



参考資料

参
考
資
料

185おおさか市町村職員研修研究センター

(９）FAAVO宮崎の視察について

～ FAAVO宮崎 ～

視 察 日 時 平成29年11月９日㈭　午後３時～午後４時まで

視　察　先

視察場所：FAAVO宮崎（株式会社サーチフィールド）
住　　所：宮崎市橘通３丁目６－34クロノビル２階
最 寄 駅：JR九州　宮崎駅
対 応 者：齋藤　 隆太 氏（FAAVO運営責任者）

視　察　者
桑原　 浩一（八尾市人権文化ふれあい部久宝寺出張所）
玉木　 亮介（吹田市土木部総務交通室）
松岡　 由子（箕面市地域創造部箕面営業室）

【視察目的】

　私たちの班は民間が主体となったまちづくりをテーマにしている。運営側の視点と起案者の視点
を研究に取り入れたいと考え、視察先を探したところ、地域密着型のクラウドファンディング（以
下、｢CF」という｡）のプラットフォームであるFAAVO宮崎が研究の目的に合致していると判断
した。理由はFAAVOの運営責任者が自らCFを実施している事例はいくつかあるが、まちづくり
に関連した事例をFAAVO宮崎が実施しているからである。なお、FAAVOは、購入型のCFを取
り扱っている。当初は、All or Nothing形式のみであったが、今年にAll－In形式も導入している。
運営側の視点からCFの利点や課題また行政と関わり方について調査することは、本研究に役立つ
と考える。

【視察内容】

●視察内容
　株式会社サーチフィールドは、平成24年６月から、地域に特化したCFのプラットフォーム
「FAAVO」を公開して地域活性化の支援を目的の一つとして活動している｡（FAAVO宮崎も
平成24年６月から開始｡）同社は、宮崎市の“マチナカ3000”に向けての取組の一つである「ま
ちなか業務機能集積推進モデル事業」を活用して、平成29年１月より株式会社サーチフィールド
wakakusaoffi  ceの運営を開始し、FAAVO宮崎の運営も行っている。
　FAAVO事業の責任者である齋藤隆太氏は、自ら起案者として『「若草通」落書き消しプロジェ
クト』のCFを行い、郊外の大型ショッピングセンターができる前の若草通の姿を取り戻し、宮崎
の中心市街地の賑わい創出のきっかけをつくろうとしている。今後は、CFによる商店街活性化の
モデルケースとして本プロジェクトのノウハウを全国各地の商店街に還元するねらいがある。
　以上のFAAVO宮崎の運営、まちづくりの一つである商店街の活性化プロジェクトについて視察
を行う。
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【視察結果】

１．FAAVO宮崎の運営について
　ア　相談者の件数
　イ　プラットフォームに掲載した件数
　　・相談から掲載に至った数（割合）
　　・イベント・まちづくり等ジャンルの内訳
　　→ 相談者の件数や掲載に至った数は集計していないが、

11か月で50件のプロジェクトを扱った。達成金額の
合計額は、約３千万円。

　　　 　ジャンルは、お店の設備・改装、一次産業（希少野菜の保護）等で、年代は20～30代が多
く、利用者の中には学生もいる。プロジェクトの中に一次産業があるのは、宮崎の産業構造
で一次産業の割合が多いからと思われる。

　ウ　地域パートナーとの関わり方
　　→お互い昔からの知り合いで、提携しているケースが多い。イベントや起案を一緒に行う。
　エ　提携金融機関との関わり方
　　→地元の地銀とは、接点はあるが提携には至っていない。
　オ　集まった支援金額が一番多いプロジェクト
　　→ 日南市出身の学生が起案した「特産品の消滅危機を救え！柑橘「へべす」苗木一口オーナー

募集！」で3,454,500円（目標 3,000,000円）
　　　なお、金額の中心帯は数十万円。
　カ　目標達成にいたらなかったプロジェクト
　　・件数
　　・達成に至らなかったと思われる原因
　　→ 件数は集計していないが、全体の６～７割が目標達成している。all in形式を導入してから、

達成率が少し低下した。達成にいたらない原因としては、以下の事象がある。
　　〇起案者の情報発信（レポートの更新等）回数が少ない、しなくなる。
　　〇お金を「集める」ツールではなく、｢集まる」ツールと勘違いしている。
　　〇起案者がメンタル面で弱り、途中であきらめてしまう。
　キ　まちづくり、まちの価値向上に資する事例
　　→落書き消しプロジェクトのみ。
　ク　利用者の感想
　　→ やってよかったという声が多い。レポートの更新等手間がかかるといったマイナスの意見も

ある。また、支援者からお返し品が届かない等の問い合わせもある。
　ケ　運営で苦労した（している）こと
　　→ 起案者が書いてきた文章から目標を達成できるように構成を考えることや、写真の取り方等

を教えること。
　コ　運営で手ごたえを感じたこと

FAAVO宮崎のオフィス
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　　→落書き消しプロジェクト等、｢三方良し」の事例ができたこと。
　サ　今後の展望
　　・まちづくりに対しての展望
　　→内容はいえないが、考えているプロジェクトはある。
　　・ まちづくりに携わる人々へ、CF活用についてのアドバイスなど
　　→ マージンが抜かれるのではという否定的な意見もあるが、CFは実行するリスクが低く、失

敗してもPRになるので、とりあえずやってみるというのが大事。

２．｢落書き消しからはじまる、みんなの若草通賑わい復活プロジェクト」について
　ア　実施の経緯・ねらい
　　・落書き消しからFAAVOに至るまでの経緯
　　→ 昔は宮崎の流行発信地であったが、大型商業施設の出現により人の流れが変わってしまった。

そこで、落書き消しの実行により、かつての活気を取り戻すきっかけにしたいと思ったから。
　イ　実施で苦労したこと
　　→落書き消しを実行する際に、天候が崩れて何度か延期をすることになった。
　ウ　実施で手ごたえを感じたこと
　　→地域のためになる企画をした時点で、目標達成する自信があり、その通りに進んだこと。
　エ　お返し品の調達方法・工夫
　　→商店街の人々の協力をえながら調達した。
　オ　商店街の人たちの反応
　　・商店街のお店の人からの実施前と実施後の反応
　　・商店街の人たちとの関わり、商店街での立ち位置について
　　→ 齋藤氏自身の責任で行うため、商店街としての費用負担等は求めないこと等を説明し、否定

的な意見もなく、前向きに受け止めてもらえた。落書き消しを実行したこともあり、商店街
の理事を務めることになった。

　カ　CF及びこの取り組みが商店街にもたらした効果、期待とのギャップ
　　→ 商店街の人にプラスになったので、ほぼ狙い通りの効果であった。商店街からも貸し傘を設

置するのにCFを使えないか等意見はあるが、実行が難しいものがあり、今後は商店街から
より良いアイデアが出るようにしていきたい。

若草通りの様子

３．行政との連携について
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　ア　行政等の関わり方
　　→ 宮崎市職員による地域活動グループ「宮崎ベースキャンプ」と交流がある。オフィスの立

ち上げの際も、宮崎市の補助金制度を利用し、また、｢宮崎ベースキャンプ」に協力しても
らった。

　イ　行政と連携した事例
　　→Ｆ×Ｇで新富町と連携。
　　　 「小村寿太郎の生誕160周年！こども達のために紙芝居と電子番組を制作！」のプロジェク

トで日南市がプロジェクトチームに入っている。
　ウ　行政に求めるもの
　　・ 広く利用されるために、行政に対して利用者等のハードルを下げるための提案等があれば教

えてください。
　　→ セミナーを１回開くだけでは、実行に乏しいため、起案までするセミナーが望ましい。過去

に行ったセミナーでは、20人の受講者をグループにわけ、三つのプロジェクトを起案した。

【所　　感】

１．FAAVO宮崎の運営に関して
・事業をはじめて11か月であるが、齋藤氏がFAAVO全体の運営責任者でもあることから、着実
に利用者を増やし、実績を積み上げている。CFが利用者にとってリスクが低いことは、資金
を集める手段として利用しやすく、制度の認知がもっと広がることにより、利用者と支援者の
パイが増えると思われる。
・利用者が資金を集めることができるように、文書や写真のポイントを教えることやチェックに
時間がとられており苦労がうかがえた。また、利用者の中にはCFをすれば、資金が勝手に集
まってくると誤解している人がいることから、正しい認識をしてもらう点も苦労しているよう
である。
・All－In形式の起案者は、支援金を受けた分もらえるため、目標達成に対する意識が途中で弱
まり、達成率が低下する傾向があることがわかった。そのため、起案者の熱意によって結果が
変わると言える。
・FAAVOは、フェイスブックの「いいね」の数で、プラットフォームの掲載順が決まる。よっ
て、利用者がSNSを使えることが前提で、高齢者等SNSに不慣れな人は不利であり、普段から
SNSで情報を発信している人が、優位に働く傾向があることがわかった。

２．｢落書き消しからはじまる、みんなの若草通賑わい復活プロジェクト」について
　落書き消しのような地域にとって良い影響を与えるプロジェクトは、支援者の応援を受けやす
いということがわかった。地元に住んでいる人だけでなく、県外在住の地元出身者等からも支援
を受け、支援者を増やすことが、まちづくりをしていく上では重要な要素となる。一方、公共物
に手を加える取り組みは、許可等の手続きが必要となるため、市民が実行するとなるとハードル
が高いと思われる。行政として、このハードルを下げるための取り組みができるか検討の余地は
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ある。

３．行政との連携について
　CFは、利用者の熱意に左右されるため、行政が制度を作ってハードルを下げるのは、難しい
と感じた。ただし、利用者と実行委員会のようなチームを作って、一緒にプロジェクトを実施す
ることで、利用者の手助けをするのが有効であると分かった。その方が、まちづくりという意味
では、市民と協働できるので一体感が生まれると感じた。
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(10）若草HUTTEの視察について

～ 若草HUTTE ～

視 察 日 時 平成29年11月10日㈮　午前10時～午前11時まで

視　察　先

視察場所：若草HUTTE
住　　所：宮崎市橘通東３－５－33　鈴木ビル 1F
最 寄 駅：JR九州　宮崎駅
対 応 者：今西　　 正 氏

視　察　者
桑原　 浩一（八尾市人権文化ふれあい部久宝寺出張所）
玉木　 亮介（吹田市土木部総務交通室）
松岡　 由子（箕面市地域創造部箕面営業室）

【視察目的】

　私たちの班は民間が主体となったまちづくりをテーマにしている。運営側の視点と起案者の視点
を研究に取り入れたいと考え、視察先のFAAVO宮崎を利用した若草HUTTEを選定した。理由は、
まちづくりの事例で古民家等のリノベーション事例は多いがビルのリノベーションという少ない事
例に取り組んでいるからである。支援金の使い道はリノベーションの一部分であるが、都市部では
ビルの再利用が今後、課題になると考え、起案者側の視点から利点、課題等ことを調査することは、
本研究に役立つと考える。

【視察内容及び質問事項】

●視察内容
　宮崎県美郷町渡川地区で山師の仕事をしている今西猛氏・今西正氏の兄弟が、宮崎市若草通りに
「コワーキングスペース×デリカフェ×野菜直売所」が一つになった新しいカタチのお店（若草
HUTTE）をビルリノベーションしてつくるために、今年の５月にFAAVO宮崎を利用して開業資
金の一部調達をクラウドファンディング（以下、｢CF」という｡）で行った。その目的は、かつて
自分達の青春時代に通い詰めたファッションビルを再生すること、宮崎市の中心市街地に当時の賑
わいを取り戻すこと、さらに若草HUTTEを自分達の住む山村の情報発信の拠点とし、山と街の交
流を生み、山の暮らしにもメリットをもたらすことである。また、コワーキングスペースを中心と
して、様々なクリエイティブな人々が集まり、交流することで、新たな価値が生まれる手助けにな
る。オープニングセレモニーでは宮崎市長や出身地の美郷町長も来る等注目度が高い取り組みであ
る。
　以上、ビルのリノベーションを活用したまちづくりの一つである情報発信・交流の拠点の現状の
視察を行う。
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【視察結果】

１．CFを利用しようと思ったきっかけ
　→ 店をやること自体は決まっていた。主な目的は、多くの人にまちをよくしたいという思いを広
めることと美郷町のこともっと知ってもらうためである。 

２．CFの運営会社の中から、FAAVO宮崎を選んだ理由
　→ 地域に特化したFAAVO宮崎に魅力を感じたこととFAAVOの斉藤氏と知り合いであったため。
３．金額の決め方
　→短期で達成できそうな金額に設定した。なお、初のAll in形式であった。
４．PRで苦労した点
　→掲載期間は、１か月であったがレポートの更新が大変であった。
５．当初の計画との違い
　→当初の計画との違いは、目標金額の50万円を上回る支援を受けることができたこと。
６．集まった支援金の活用方法
　→ 支援金が50万円なら座り心地のいい椅子、70万円なら木のおもちゃ（ボールプール)、100万円
ならミーティングルーム（会議室）を作るという設定にしていた。結果としては、木のおも
ちゃ（ボールプール）になった。

７．お返し品の調達方法・工夫
　→出身地である美郷町のものを使って、町のPRと地元にお金が入るように工夫した。
８．CFを利用した感想
　→ まちをよくしたいという思いでお店を開店したことや美郷町のことを多くの人に知ってもらう
ことができたこと、応援や期待の声を受けられたことが良かった。 

９．支援者の県内・県外の割合、支援者からの反応
　→支援者は知り合いが多かった、また県外の人は宮崎出身の人が多かった。
10．この事業がまち全体にどのような影響をもたらしたか。
　→ 使われていないビルをリノベーションしたことにより、ビルに面している通りが明るくなった
という声を聞く。

11 ．この事業がコワーキングにどのような影響をもたらしたか。また、ワーカー同士を繋げた事例
はあるか
　→ お店での待ち合わせやミーティングが増えている。また、イベントや会議利用は問い合わせが
増えている。他にも、ここに来た人同士で仕事に結びついた事例がある。今後は、利用者を増
やすために、コミュニティーマネージャーの役割をしていきたい。

12．この事業でどのようにまちと山をつなげることができたか
　→ 美郷町の特産品をおくことで、美郷町を知ってもらうことができている。今後の課題としては、
町に足を運んでもらうこと。

13．どのような方が利用されているか
　→ ２階、３階のコワーキングスペースは、団体・個人が、イベント、ワークショップ、待ち合わ
せ等に使っている。店には子ども連れの人もよく来る。 
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14．若草HUTTE開店にあたり、行政との関わりはあったか
　→ ２階、３階のリノベーションに宮崎市の補助金を一部利用している。また、オープニングセレ
モニーには、宮崎市長や美郷町長が参加している。 

15．行政から何か反応はあったか
　→美郷町と一緒に行う取り組みが増えた。
16．行政からCF利用の支援があれば、相談や利用をしたい（したかった）か。
　→ 美郷町の住民は、年配者が多くSNSを利用していないため、行政の持つ媒体が使えれば良いと
思った。行政から情報発信があれば、普段、自分たちが繋がっていない人へも情報を広げる
ことができる。例えば、町の防災無線やケーブルテレビでPRできればいいと思った。他には、
インターネットができない人のために、行政の窓口で決済するシステムがあればいいと思った。

17．近隣商店等からの反応はありったか。
　→ お店の場所が商店街から路地に入るので、周りの商店の人が道案内でお客さんを店まで連れて
きてくれる。

【所　　感】

　CFを成功させるには、SNSで地盤を固めておく必要がある。また、事業することが決まってい
るということが、起案者のメンタル面での負担が少なく、たとえ目標達成に至らなかったとしても
その影響は少ないということがわかった。加えて、仕事をしながらレポートを作成する等時間をか
ける事は、負担が大きいため、いかに効率よくするかが大切であると分かった。
　支援金は、プロジェクト公開直後及び終盤に集まりやすく、中盤は停滞するという波があること
がわかった。そのため、起案者が中盤でメンタルが折れないよう、集まり方の流れを理解すること
が目標達成につながるとわかった。
　このプロジェクトは、地元をPRすることが目的の一つであり、支援者及び開店後のお客に知っ
てもらうことができていることから、クラウドファウンディングのPR効果は大きいことがわかっ
た。これは、まちづくりという観点からも有益である。また、利用されていなかったビルをリノ
ベーションした二次的な効果として、店の前の通りが明るくなったということは、街の防犯にもひ
と役買っている。他にも、このプロジェクトを実施したことで美郷町と一緒に行う取り組みが増え
たことも、いい結果として表れている。
　また、行政の防災無線を使ってのPRも都市部の行政にはハードルが高い気がする。支援の仕方
としては、プロジェクトを実施する際に市長が応援コメントをする、CFの運営会社と提携を行い、
自治体のホームページに情報を上げるという方法であれば、実現性があると感じた。
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若草HUTTE外観 CFで購入した木のおもちゃ

コワーキングスペース１ コワーキングスペース２
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(11）MUKASA－HUBの視察について

～ MUKASA－HUB ～

視 察 日 時 平成29年11月10日㈮　午後２時～午後３時まで

視　察　先

視察場所：MUKASA－HUB
住　　所：宮崎県宮崎市高岡町小山田字麓973番地２
最 寄 駅：宮崎駅
対 応 者：大古殿 宗大 氏
　　　　　（有限会社一平管理本部地域振興グループ統括マネージャー）

視　察　者
桑原　 浩一（八尾市人権文化ふれあい部久宝寺出張所）
玉木　 亮介（吹田市土木部総務交通室）
松岡　 由子（箕面市地域創造部箕面営業室）

【視察目的】

　私たちの班は民間が主体となったまちづくりをテーマにしている。運営側の視点と利用者の視点
を研究に取り入れたいと考え、視察先のFAAVO宮崎を利用したMUKASA－HUBを選定した。理
由は、まちづくりの事例で古民家等のリノベーション事例は多いが廃校となった小学校のリノベー
ションという少ない事例に取り組んでいるからである。都市部においても学校の統廃合はあり、今
後、廃校となった学校をどのように利活用していくかという観点は重要であると考え、利用者側の
視点から利点、課題を調査することは、本研究に役立つと考える。

【視察内容及び質問事項】

●視察内容
　宮崎市の市街地から車で20分ほどのところにある「旧宮崎市立穆佐小学校」は2011年に校舎が移
転廃校し、使われない状態が続いていた。その校舎をリノベーションし、ベンチャーや起業家が集
まる地域ビジネスのコミュニティとしてよみがえらせるプロジェクトに対してクラウドファンディ
ング（以下、｢CF」という｡）を利用。CFを利用した感想、使われなくなった施設の活用やコワー
キングスペース事業の現状などについて視察を行う。

【視察結果】

１．CFを利用しようと思ったきっかけ
　→ PR手法の一つとして利用。地域への共感を広げていくため。有限会社一平が行う事業の一つ
九州パンケーキでもCFを実施したことがある。

２．CFの運営会社の中から、FAAVO宮崎を選んだ理由
　→FAAVO宮崎の地域パートナーであったことや地域特化したCFのプラットフォームのため。
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３．FAAVO宮崎の地域パートナーになったきっかけ、理由
　→有限会社一平の代表取締役である村岡氏とFAAVOの齋藤氏が元々の知り合いだったため。
４．当初の計画との違い
　・計画よりうまくいったこと／うまくいかなかったこと
　→支援者とのやりとり（お礼の品の発送についての連絡など）が大変だった。
５．集まった資金の活用方法
　→PRが目的のため、ほぼお礼品に利用。
６．お返し品の調達方法・工夫
　→ CFを利用した目的がPRのため、お返し品は充実させた。有限会社一平が取り扱う「九州パン
ケーキ」であったり、MUKASA－HUBの利用券などとした。

７．CFを利用して良かった点／良くなかった点
　→狙いどおり事業のPRにつながった。
８ ．この事業がコワーキングにどのような影響をもたらしましたか。ワーカー同士を繋げた事例は
あるか
　→ MUKASA－HUBで開催されるイベントやセミナー後の懇親会で、つながりができ仕事に発展
しているケースがある。

９．どのような方が利用されているか
　→大学生や若手起業家など。現在のMUKASA－HUBの会員は約600名。
10．MUKASA－HUB開店にあたり、行政との関わりはあったか
　→ 今後コワーキングスペースを九州各地に展開することを目標としており、三股町、都城市、え
びの市、宮崎県よろず支援拠点と包括提携を結んだ。

11．行政から何か反応はあったか
　→全国の自治体等からの視察がある。
12．行政からCF利用の支援があれば、相談や利用をしたい（したかった）か
　→ 自治体にはプロジェクトをどんどん照会してほしい。また、CFについての勉強会などを実施
してほしいと考えている。

13．近隣住民などから反応はありましたか。
　→廃校となった校舎に人が集まることは嬉しいとの反応があった。
14．FAAVOに掲載されている写真はどなたが撮影しているのですか。
　→ MUKASA－HUB２階に入居した企業の一つが写真の撮影などを行う会社のため、そこが撮影
した。

【所　　感】

　CFにより集めた資金で何かを整備する、購入するという考えではなく、PR手法の一つとして事
業を実施されていた。新たなファンづくりや地元へのPRのためと割り切った使い方もあることを
学んだ。また、PR手法の一つということから、お礼の品についても、通例の１～10％よりかなり
高めの設定となっているようである。
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　自治体に求めることとして、プロジェクトの広報とCFについての勉強会の実施を挙げられてい
た。若者に対しては、プラットフォームやSNSを通じてCFや個々のプロジェクトについて知って
もらうことはできるが、高齢者に対してのPRが弱いということから、自治体のもつ広報力が使え
ると考えられる。公共性の高いプロジェクトや自治体が関係するプロジェクトについては、自治体
も積極的に広報できればよいと感じた。
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(12）株式会社グリーンインフラレンディングの視察について

～ 株式会社グリーンインフラレンディング ～

視 察 日 時 平成29年11月24日㈮　午前10時～午前12時まで

視　察　先

視察場所：株式会社グリーンインフラレンディング
住　　所：東京都港区赤坂１丁目９－13
最 寄 駅：溜池山王駅
対 応 者：中久保 正己 氏（代表取締役）
　　　　　荒川　 靖弘 氏

視　察　者 小山　 修平（吹田市環境部環境政策室）

【視察目的】

　古くは公害問題から始まり、現在は地球温暖化、生物多様性の喪失が大きく取り上げられている
環境問題では、環境対策が経済的に見あわないことが、それが進まないもっとも大きな原因であっ
た。それを乗り越えるために、規制や誘導、あるいは税などのさまざまな施策が実施されている。
　クラウドファンディング（以下、｢CF」という｡）によって市民一人ひとりから資金を調達し、
出資者、事業者がともに利益を出し、結果として環境問題の解決に貢献するソーシャルレンディン
グは、市場原理を生かして環境問題を解決へと導く画期的な手法であり、その現状と可能性につい
てプラットフォーム事業者に聴取することで、行政の環境施策の参考とすることを目的とした。

【視察内容及び質問事項】

　グリーンインフラレンディングは、再生可能でエコロジカルな自然エネルギー（太陽光、水力、
バイオマス等）を最新の発電設計やIT技術を駆使して、効率や採算性を高めた形で事業化し、そ
れらを活用する案件を融資対象としています。(グリーンインフラレンディングHPより抜粋）
　こうした環境に特化したレンディングの強みと、もしあるのであれば課題について聴取します。
同時に、事業者側から見た行政との連携との可能性についても調査します。

・融資型CFの現状と課題について（一般論）
・特に環境分野での課題と今後の展望について
・行政も関わっている案件の有無と、あればその課題（具体例）
・行政に求めること（中央省庁と地方公共団体双方に対して）

【視察結果】

　代表取締役である中久保氏に同席していただいたことで、現在の事業の説明にとどまらず、創業
時の思いなど、より深いところまでお聞きすることができて、大変意義深いインタビューとなった。
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・中久保氏は、創業以前に兵庫県職員をされておられ、我々自治体職員の大先輩であった。
・阪神淡路大震災の被災経験、避難所運営の経験が起業の一つのきっかけとなった。
・それは、エネルギー的に自立することで、防災力が高く、環境性能も高い、｢スマートシティ」
の重要性に気付いたことである。
・その思いをもとに、再生可能エネルギー事業、コンサルティング事業等に、グループとして取り
組んでいる。
・株式会社グリーンインフラレンディングは、グループの中で、再生可能エネルギー事業を実施す
るための事業資金調達の役割を担っている。
・そのため、現時点では、ソーシャルレンディングで集めた資金の多くはグループ会社の実施する
再生可能エネルギー事業に融資されている。
・グループ外の事業に対するローンファンドも始めており、そうした外部の事業も今後増えていく
可能性がある。
・タイで実施する100万キロワットクラスの再生エネルギー発電事業の場合、事業総額は5,000億円
にものぼる。
・ローンファンドをかなりの数束ねたとしても、そのごく一部しか担うことが出来ない。
・では意味がないのかというと、そうではない。これだけの大規模事業を行うには銀行等の金融機
関、政府の補助金等、さまざまなルートから資金調達することが不可欠であるが、それを得るた
めの自己資金として、いわば呼び水としてソーシャルレンディングの資金が有効である。
・会社が提供するソーシャルレンディングサービスとしての「グリーンインフラレンディング」は、
maneoのプラットフォームを利用したものである。
・当初はmaneo上のローンファンドとして資金調達を行っていたが、現在はプラットフォームを利
用しているものの、別サービスとなっている。
・成立ローン総額は約100億円（平成30年１月末で約130億円（HPより））
・海外事業と国内事業の割合は25：75。理想は50：50。
・浜松で大規模なバイオマス発電を実施予定。バイオマスは海外からの輸入がメインとなるが、こ
れは東南アジアのゴムプランテーションから出た廃物利用である。天竜川沿いの木質バイオマス
資源も活用する。

【所　　感】

　ソーシャルレンディングという金融の最先端ともいえる事業をしている会社のベースが、我々と
同じ自治体職員としての経験、そして震災経験であることに、大変感銘を受けた。
　良い意味でも悪い意味でも、行政職員は、行政と民間企業の事業を区別して考えがちであり、実
際に違う点も多い。しかし、その距離は思ったほど遠くないのかもしれないと感じた。行政であれ
会社であれ、対象とするのは同じ社会・市民であり、CFは社会と関係するための一つのアプロー
チといえるのではないだろうか。
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(13）maneoマーケット株式会社の視察について

～ maneoマーケット株式会社 ～

視 察 日 時 平成29年11月24日㈮　午後３時～午後５時まで

視　察　先

視察場所：maneoマーケット株式会社
住　　所：東京都千代田区内幸町１丁目１番７号
　　　　　NBF日比谷ビル24階
最 寄 駅：有楽町駅
対 応 者：安達　 義夫 氏（取締役）

視　察　者 小山　 修平（吹田市環境部環境政策室）

【視察目的】

　古くは公害問題から始まり、現在は地球温暖化、生物多様性の喪失が大きく取り上げられている
環境問題では、環境対策が経済的に見あわないことが、それが進まないもっとも大きな原因であっ
た。それを乗り越えるために、規制や誘導、あるいは税などの様々な施策が実施されてる。
　クラウドファンディング（以下、｢CF」という｡）によって市民一人ひとりから資金を調達し、
出資者、事業者がともに利益を出し、結果として環境問題の解決に貢献するソーシャルレンディン
グは、市場原理を活かして環境問題を解決へと導く画期的な手法であり、その現状と可能性につい
てプラットフォーム事業者に聴取することで、行政の環境施策の参考とすることを目的とした。

【視察内容及び質問事項】

　｢maneo」はmaneoマーケット株式会社が運営する国内最大のソーシャルレンディングプラット
フォームである。サービス開始も2008年からと国内で最初期からソーシャルレンディング事業に取
り組んでいる。
　寄附型のCFプラットフォームと比べるとより金融商品に近い案件を多く扱っており、こうした
ソーシャルレンディングと行政との連携との可能性について聴取し、行政のCF施策の参考とする。

・融資型CFの現状と課題について（一般論）
・特に環境分野での課題と今後の展望について
・行政も関わっている案件の有無と、あればその課題（具体例）
・行政に求めること（中央省庁と地方公共団体双方に対して）

【視察結果】

・国内のソーシャルレンディング市場におけるシェアは35～40％程度。グリーンインフラレンディ
ング等プラットフォーム全体では60％前後になる。
・成立ローン総額は約700億円（インタビュー当時）
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・「魚を渡すのではなく、釣り道具を渡す」
・そうした見地から、ソーシャルレンディングのプラットフォーマーにもなっている。
・maneoプラットフォームの提供先（10社)（2018年３月時点）
　　LCレンディング
　　ガイアファンディング
　　クラウドリース
　　スマートレンド
　　アメリカンファンディング
　　グリーンインフラレンディング
　　サクラソーシャルレンディング
　　キャッシュフローファイナンス
　　アップルバンク
　　プレリートファンド

【ソーシャルレンディングが高金利を提供できる理由】

・１億円で利回り７％の事業があるとする。
・銀行は簡単に融資してくれない。
・自己資本で2,000万円を用意できれば、銀行から8,000万円の融資を受けられる。
・その2,000万円をソーシャルレンディングで用意する。
・１億円事業の７％の利回りが700万円。
・銀行の利子は低く仮に１％とすると80万円返済が必要。
・差し引き620万円が、ソーシャルレンディングで集めた2,000万円の利子にあてられる。全部充て
たとすると31％。投資家と折半しても15％。

・上記のメカニズムは、本質的には、事業に対する目利き力の違い、情報のスピードのギャップか
ら生まれる。
・銀行には情報が足りないので事業の是非が判断できない。事業そのものに詳しいmaneoまたはプ
ラットフォームを利用する各社にはそれが判断できる。
　そのギャップが源泉となる。
・さらにこの個別の事業について、例えば100本まとめてREITなど大規模な事業に投資するとより
大きな効果がある。

【行政も関わっている案件の有無と、あればその課題（具体例）】

・九州のある町と組んで、ふるさと納税を活用した事業をしようとした。
・有効に使われないふるさと納税が数十億円もあった。
・しかし、行政とのスピード感の違いが大きすぎて、現在は停止している。
・来年に、再来年の予算要求にあげます、というのでは遅すぎる。
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【行政に求めること】

・投資に値する事業の「種」を撒いて欲しい。
・補助金なりマッチングなりで、事業の種を作り、それをやりたい人が資金を必要とする。そこで
ソーシャルレンディングの出番となる。

【所　　感】

　ソーシャルレンディングのサイトを見ると、銀行等の金融機関と比べると比較にならないほど高
いリターンがうたわれている案件が並んでいる。金融や投資に慣れていない一般人の目からすると、
高いからこそ、何か裏があるのではないか、怪しい商品ではないかと考えてしまう。
　安達氏による、ソーシャルレンディングが高いリターンをつけられるメカニズムの説明は私のよ
うな門外漢にもわかりやすく、目が開かれる思いがした。もちろん高い金利はリスクと結びついて
いるのも確かなので、このメカニズムがあるから安全な金融商品であるという根拠にはならないが、
理屈を知ってからであればより冷静な判断が出来ると感じた。
　また、このメカニズムの原理が情報のギャップであるというお話は、本質を捉えた洞察であると
思った。
　行政はその性質としてどうしても意思決定に時間がかかることがある。しかし、事業の成否は情
報のスピードと密接に結びついたものであり、ひいては地域に内在する価値を活用できるかに関
わってくるという認識は必要ではないだろうか。行政との連携事例としてあげられた九州の事例で
は、スピード感の違いによって事業自体が停止し、事業がうまくいっていれば生み出せた価値を得
ることは出来なかった。機会費用の損失である。そしてそれは、市役所だけでなく、地域住民に
とっての損失であると考えられる。
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(14）おひさま進歩エネルギー株式会社の視察について

～ おひさま進歩エネルギー株式会社 ～

視 察 日 時 平成29年12月８日㈮　午後３時～午後５時まで

視　察　先

視察場所：おひさま進歩エネルギー株式会社
住　　所：長野県飯田市馬場町３丁目411番地 
最 寄 駅：飯田駅
対 応 者：蓬田　 裕一 氏（マネージャー）

視　察　者 小山　 修平（吹田市環境部環境政策室）

【視察目的】

　おひさま進歩エネルギー株式会社は、2004年、国内でもっとも早い時期に、市民の出資による太
陽光発電事業を飯田市で開始しています。現在では、太陽光発電だけではなく、バイオマス、水
力という地域の自然資源をいかした発電事業にも取り組み、エネルギーの地産地消による、人・モ
ノ・お金を地域内で循環させる持続可能な地域づくりに取り組んでいます。
　市民から出資を集める市民ファンドのみならず、それを地域づくりに生かす手法を、今後の施策
立案の参考とするため、視察先として選定します。

【視察内容及び質問事項】

　市民出資による太陽光発電施設は、飯田市内の保育園、児童館、公民館などの地域の行政施設、
事業所や個人住宅など、357か所、出力合計7020.57kWにまで広がっています（2017年３月現在)。
　こうした広範な事業展開を支える市民出資、ファンディングの手法を聴取するとともに、いくつ
かの具体的な設置事例についても視察します。
　また、エネルギーの地産地消によって、地域での資金循環が行われている様子と課題についても
聴取します。

・おひさま進歩エネルギー株式会社設立の経緯
・市民から資金を集める具体的なファンド手法
・行政（特に飯田市役所）との連携
・エネルギーの地産地消による経済的な効果
・持続的な地域づくりの現状と課題
・バイオマス発電の現状と課題
・今後の事業展開予定

【視察結果】

・2004年、｢NPO法人南信州おひさま進歩」において、市民の寄附による太陽光発電施設を飯田市
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内の私立保育園で開始。
・同2004年、環境省が実施した「環境と経済の好循環のまちモデル事業（まほろば事業)」への応
募をきっかけとして「おひさま進歩エネルギー有限会社」を設立。
・2005年には、日本初の大規模な市民出資によるファンド「南信州おひさまファンド」を発売し、
太陽光発電と省エネの二つの事業をその対象とした。
・その後、初期費用ゼロで太陽光パネルを自宅の屋根に設置できる「おひさま０円システム｣、固
定価格買取制度を活用したいわゆる屋根貸し（借り）全量売電事業である「メガさんぽおひさま
発電所プロジェクト」等、さまざまなスキームの太陽光発電事業を実施。
・2007年、現在のおひさま進歩エネルギー株式会社とおひさまエネルギーファンド株式会社設立。
・市民出資による太陽光発電施設は、飯田市内の保育園、児童館、公民館などの地域の行政施設、
事業所や個人住宅、県外に設置された施設を含めると、409か所、出力合計8536.66kWにまで広
がっており、これは一般家庭が私用する電気の約2,400軒分である（2017年10月現在)。
・公共施設の屋根等を活用するなど、行政との連携は緊密。
・飯田市役所の屋根にも太陽光パネルを設置し、市役所はその電気を20年の長期契約で買い取る契
約をしている。
・2013年、飯田市は「飯田市再生可能エネルギーの導入による条例」を制定。
・この条例は単なる理念条例にとどまらず、｢地域環境権」という権利を規定し、民間の金融機関
も含まれる審査会による審査によってこの権利を認められた事業者は、再生可能エネルギー事業
を実施するにあたって優先的に市のサポートを得られる。
・その第１号の認定を得たのが、おひさま進歩エネルギー。
・飯田市においては、大正から昭和初期にかけて地域住民が組合を作って水力発電を行っていた歴
史があり、今後は、太陽光発電だけではなく、バイオマス、水力という地域の自然資源をいかし
た発電事業にも取り組んで行きたい。
・すでにかなりの程度の自前の発電能力を持っているので、それを電力会社でなく、消費者である
市民に販売する、新電力会社の設立を検討している。
・市民から広く出資を募る手段として、外部のソーシャルレンディング事業者のサービスを利用す
るのではなく、関連会社である「おひさまエネルギーファンド株式会社」を第二種金融商品取引
業者として登録し、ファンドの募集取扱業者として出資を募集している。
・「おひさまファンド」は、2005年の第１回目から回数を重ね、直近のものは、2017年７月から
2018年１月までを募集期間とした「11おひさまファンド」である。
・「11おひさまファンド」の募集総額は１億1,000万円、２種類の区分があり、それぞれの目標年
間利回りは「1.8％」と「2.5％」である。両区分とも、募集期間の終了を待たず満額となって募
集は終了した。
・ファンド募集の１億1,000万円と融資と自己資金により、合計２億100万円の事業を実施するとし
ている。
・この資金は、おひさま進歩エネルギー株式会社の実施する太陽光発電事業に利用されることに加
えて、富山県の小水力発電事業、奈良県の太陽光発電事業、鳥取県の風力発電事業など、域外の
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他事業者による再生可能エネルギー事業への投資にも利用されることとなっている。
・企業理念として、｢Sustainability（持続可能)｣「Simple（質素・簡潔)｣「Stock（蓄積)」の三つ
のＳを実現するとしている。
・行動指針として、｢エネルギーの地産地消」｢コミュニティを自分たちの手でつくる」｢お金の流
れを変えて社会を変える」｢望む未来を選びとる」という四つを掲げている。
・再生可能エネルギー事業の実施を促進するだけでなく、地域に豊富に存在する、太陽光、森林資
源、水力等の自然エネルギー利用をすすめ、また、その施工を地域の事業者に委託するなどに
よって、エネルギーの地産地消による、人・モノ・お金を地域内で循環させる持続可能な地域づ
くりを目的としている。

【所　　感】

　おひさま進歩エネルギーは、他の二つの視察先と違い、地域と密接に結びついているのが特徴で
ある。特に、飯田市役所とは、公共施設の使用許可、地域環境権という市民の権利をうたった独自
の条例などで深い協力関係にある。そうした意味で、我々行政職員にとっては大変参考となる事例
であった。
　おひさま進歩エネルギー株式会社の事業には行政の協力が大きな役割を果たしているが、それは
決して行政に頼っているということではなく、地域にとっての利益という共通の目的に対して、と
もにメリットのあるウィンウィンの関係にあるのではないだろうか。
　一企業の利益のためではなく、市民、地域にとっての価値を最大化するという見地に立って協働
を模索することが重要であると感じた。
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平成29年度　研究活動記録

研究会 月　日 内　　　　　　容

第１回 ５月17日（火）

① オリエンテーション、研究員自己紹介
② 基調講義
　「クラウドファンディングによる地域活性化の可能性について」

神戸大学大学院経営学研究科　准教授　保田　隆明 氏
③ 意見交換

第２回 ６月22日（水）

公開講座「地域活性の起爆剤 ～クラウドファンディングセミナー～」
①「地域と人をつなげるFAAVO大阪の取り組み」
　　　　FAAVO大阪

株式会社NFL販売営業部　マネージャー　酒匂　雄二 氏
②「『FAAVOさばえ』の取り組みについて
　　　　　　～鯖江市の取り組みとこれからの展望～」
福井県鯖江市政策経営部財務政策課　参事・GL　今川　泰夫 氏

③「全体講評・意見交換」

第３回 ７月26日（火）
①  個人発表（クラウドファンディングを用いて解決したい地域
課題について）

② グループ討議（研究方針の確認と視察の検討）

第４回 ８月30日（水）

公開講座
「地域を応援!! ～ふるさと納税×クラウドファンディング～」
①「ガバメントクラウドファンディングの取り組みについて」

　株式会社トラストバンク　代表取締役　須永　珠代 氏
②「誰もがやりたいことを実現できる世の中へ」

READYFOR株式会社　経営企画部　中川　和哉 氏
③「『特別セッション』～ふるさと納税×クラウドファンディング～」

株式会社トラストバンク　代表取締役　須永　珠代 氏
神戸大学大学院経営学研究科　准教授　保田　隆明 氏

第５回 ９月14日（木）

公開講座「ソーシャル・インパクト・ボンド（SIB）って？
　　　　　　　　　　　　　　～新たな官民連携の仕組み～」
①「ソーシャル・インパクト・ボンドの概要と可能性」
一般財団法人社会的投資推進財団　常務理事　工藤　七子 氏

②「糖尿病性腎症等の重症化予防SIB事業について」
神戸市企画調整局政策調査課政策調査担当　係長　北尾　大輔 氏

③「『共に考え、共に創る』未来につなげるまちづくり」
東近江市総務部まちづくり協働課　主幹　池戸　洋臣 氏

④ 全体講評「意見交換・質疑応答」

特別回 ９月25日（月）
講義「『読みやすい文章のポイント』『プレゼンのプチ視点』」

関東学院大学法学部地域創生学科　准教授　牧瀬　稔 氏
※「政策形成実践研修」の聴講
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研究会 月　日 内　　　　　　容

先進事例
視察

10月２日（月）
10月３日（火）

観光班
① 鎌倉市市民活動部商工観光課
② 城里町まちづくり戦略課

先進事例
視察

10月３日（火）
10月10日（火）
10月11日（水）

施設リノベーション班
① 豊岡劇場
② 広島県地域政策局中山間地域振興課
③ 宇部市総合政策部政策企画課

先進事例
視察

10月18日（水）
10月19日（木）

起業支援班
① 東京都文京区子ども家庭部子育て支援課
② 藤沢市市民自治部市民自治推進課

先進事例
視察

10月19日（木）
11月９日（木）
11月10日（金）

まちづくり班
① 公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター
② 株式会社サーチフィールド（FAAVO宮崎）
③ 若草HUTTE
④ MUKASA－HUB

第６回 10月23日（月）

① 講義「すみだ北斎美術館プロジェクトについて」
墨田区地域力支援部　部長　鹿島田 和宏 氏

② 意見交換会
③ グループ討議（視察後の考察、成果報告書の構成について）

先進事例
視察

11月24日（金）
12月８日（金）

環境班
① 株式会社グリーンインフラレンディング
② maneoマーケット株式会社
③ おひさま進歩エネルギー株式会社

第７回 11月29日（水）
① 視察実施報告
② 講義「ふるさと納税による事業者育成と産官学金連携」

神戸大学大学院経営学研究科　准教授　保田　隆明 氏

第８回 12月18日（月）
① 成果報告会の内容討議
② グループ討議（成果報告書の構成について）

第９回 １月24日（水）

① グループ討議（成果報告書の内容確認）
② 成果報告会の内容討議
③ 講義「地域通貨の論点整理」

神戸大学大学院経営学研究科　准教授　保田　隆明 氏

第10回 ２月６日（火） 成果報告会リハーサル
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研究会 月　日 内　　　　　　容

成果
報告会

２月15日（木）

「手にするのはお金だけ？ ～クラウドファンディングの可能性～」
① 基調講演
　「共感を集めて人を巻き込む資金調達 ～共感が生み出す大きな力～」

日本ファンドレイジング協会　代表理事　鵜尾　雅隆 氏
② 研究成果発表
③ パネルディスカッション
　 コーディネーター：
　　 神戸大学大学院経営学研究科　准教授 保田　 隆明 氏
　 パネリスト：
　　日本ファンドレイジング協会　代表理事 鵜尾　 雅隆 氏
　　【研究員・起業支援班】大東市 中川　 亮太 氏
　　【研究員・観光班】河内長野市 松原　　 徹 氏
　　【研究員・観光班】枚方市 難波 英太郎 氏
　　【研究員・まちづくり班】吹田市 玉木　 亮介 氏
　　【研究員・施設リノベーション班】高石市 濱田　 太郎 氏
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■起業支援班

■観光班

■施設リノベーション班

■まちづくり班

■環境班

後列左から　難波研究員、小山研究員、桑原研究員、難波研究員、柳生研究員、濱田研究員、田中研究員、
　　　　　　西岡研究員、中川研究員、松原研究員、玉木研究員
前列左から　青柳（事務局)、大久保研究員、能勢研究員、保田先生、鵜尾氏、光岡研究員、廣田研究員、
　　　　　　松岡研究員
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研　　究　　員

市町村名 所　　　　　　　属 氏　　名

茨 木 市 市民文化部文化振興課 田　中　勇　輝

茨 木 市 企画財政部まち魅力発信課 馬　場　浩　行

吹 田 市 土木部総務交通室 玉　木　亮　介

吹 田 市 環境部環境政策室 小　山　修　平

箕 面 市 地域創造部箕面営業室 松　岡　由　子

豊 中 市 都市活力部文化芸術課 西　岡　良　和

豊 中 市 財務部財政課 光　岡　亜　衣

四 條 畷 市 教育委員会地域教育課 大久保　　　章

四 條 畷 市 都市整備部建設課 柳　生　駿　祐

大 東 市 政策推進部企画経営課 中　川　亮　太

枚 方 市 産業文化部産業文化政策課 難　波　英太郎

枚 方 市 産業文化部文化生涯学習室 能　瀬　由芽子

河 内 長 野 市 総合政策部政策企画課 松　原　　　徹

八 尾 市 人権文化ふれあい部久宝寺出張所 桑　原　浩　一

八 尾 市 人権文化ふれあい部市民ふれあい課 廣　田　詩　織

高 石 市 政策推進部総合政策課 濱　田　太　郎

指 導 助 言 者

神戸大学大学院経営学研究科　准教授 保　田　隆　明

事　　務　　局

おおさか市町村職員研修研究センター（マッセOSAKA）

曽　我　夏　樹

青　柳　成　和

樋　渡　太　一
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編　集　後　記

　本研究会を企画し実施するに至った背景は、全国的に市町村の税収減が深刻な中、今後の行政運
営や自治体経営においての財源確保策は、避けて通れない観点だと思ったからです。しかし、行政
においてクラウドファンディング（以下、｢CF」という｡）のニーズが未知数な中、｢研究員は集ま
るのだろうか…」と、研究員の募集を開始してからというもの不安な日々を過ごしました。しかし
そんな想いも杞憂に終わり、CFを活用して所属団体で抱える地域課題を解決したいという志を持
つ研究員が16名も集まりました。研究員は皆、日常業務を通して明確な課題と危機感を抱いており、
研究会では私自身とても勇気と刺激をいただきました。
　本書及び講義録集（別冊）を編集し、改めて感じた本研究会の特徴は、インプットをする機会に
非常に恵まれたことです。指導助言者の保田隆明先生による的確な問題提起、論点整理を始め、現
場の最前線でご活躍されている講師の皆様から、CFの持つ魅力と可能性について幅広い視点でご
講義をいただきました。また、先進団体の皆様のご協力により、視察を通して多数の先進事例を
学ぶことで知見を深めることができました。研究員の所感からも分かるように、CFにとどまらず
様々な資金調達手法を含めて学べたことは、自治体職員として働いていく上での貴重な財産になっ
たと思います。
　約１年間の研究期間でしたが、本研究会をきっかけに大阪府内市町村でもCFを活用したプロ
ジェクトが始まるなど、一定の成果を得ることができました。研究員は学びの成果を、今後どのよ
うに生かすべきか、さらに考え行動していくことと思います。所属団体で抱える地域課題の解決に
向け、周りの共感を集めて核となる人材として活躍してくれることを期待しています。さらに、本
研究会で得た様々なつながりが、今後も研究員にとっての支えとなるよう願っています。
　最後になりましたが、事務局として十分な運営ができたとは言い難いですが、業務と並行しなが
ら研究活動を頑張られた研究員の皆様、本研究会にご協力いただいた皆様方のおかげで、実りあ
る研究会を実施することができました。改めて感謝申し上げます。そして、研究活動の道筋を立て、
研究会の充実にご尽力いただきました保田隆明先生に、心より厚く御礼申し上げます。

 マッセOSAKA 　青柳　成和　
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