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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、ゲストスピーカーによる講演録をとりまとめたものです。本書をきっかけに、
新たな議論の輪や活動が広がることを願うとともに、市町村行政の充実と職員の意識向
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、ご講演をいただきました講師の方々
に改めて厚く御礼を申し上げます。

　　平成30年３月

 公益財団法人　大阪府市町村振興協会　
 おおさか市町村職員研修研究センター　

 所 長 　　齊　藤　　　愼　　
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２．講演録

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」

開催日：平成29年５月17日
会　場：マッセOSAKA　５階　第１研修室
講　師：神戸大学大学院経営学研究科　准教授　保田　隆明 氏

１．第１回「クラウドファンディングによる地域活性化研究会」
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　恐らく皆さんはクラウドファンディングについてお知恵があるのではないかと思います。そ
うはいっても初回なので、基礎的な知識のレビューから入っていこうと思います。
　今日は、クラウドファンディングの基礎知識をお話した後に、クラウドファンディングに対
して自治体としてどうやって関わっていくべきか、あるいはどういう関わり方があるかという
こと、そして、ふるさと納税です。これがクラウドファンディングと似て非なるものでありなが
ら、極めて似ている部分もあるので、局面に応じて使い分けるということが出てくると思い
ます。その辺のところを最後に触れていければと思っています。

１．自己紹介
　私は元々実務出身で、証券会社にいました。証券会社で企業の資金調達などをしてい
たので、そこからクラウドファンディングに興味を持ち始めました。その後、企業のクラウド
ファンディングから自治体のクラウドファンディング、自治体の資金調達であるふるさと納税
の方に関心が移ってきて、今はその辺を研究しているという状況です。
　本来、クラウドファンディングにしても、ふるさと納税にしても、自治体が主体になってき
た場合は行政学や財政学の先生方が非常に多い分野だと思います。私のようなビジネスサ
イドからこの分野を見ている人間はなかなかいないと思っています。
　私はソーシャルネットワーキングのサイトを作って起業したことがあります。そのときの
チームが、mixi（ミクシィ）の笠原さんとGREE（グリー）の田中さんです。この二人はソー
シャルネットワーキングのサイトがうまくいき、その後、ソーシャルゲームに進出して成功して
います。今は上場もしていて、田中さんに至ってはアジアの大富豪50傑ぐらいに入る大富豪
です。笠原さんも、アジアの50傑には入らないですが、日本の大富豪の50～100傑には入る

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」　

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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のではないかと思います。彼らは株を持っていますので、その含み益で相当もうけていると
思います。私は億万長者になり損ねた人間で、こうして皆さんと楽しくやっているわけです。
お二方とも知っていますが、このときのネットワークが生きています。クラウドファンディング
は完全にベンチャーなもののわけですので、そういう意味ではここでベンチャーのコミュニ
ティに混ぜてもらったのは非常に良かったと思っています。
　ふるさと納税については、今年の１月に本を出しました。もしふるさと納税にご関心があ
る方がいれば、この本を一読してもらうとほぼ全てまとまっていると思います。『ふるさと納
税の理論と実践』という本ですが、これはとてもいい本です。最近、毎日、ふるさと納税の
取材が来ます。いろいろなメディアからふるさと納税について教えてくれという取材が、誇
張ではなく、本当に毎日来ます。それぐらいふるさと納税に対しての関心がメディアで高まっ
ているのです。状況としては、ふるさと納税というけしからん制度があるのでこれを成敗し
てやろうというトーンで取材に来ます。
　私はふるさと納税については、昔は８対２とか７対３で良い制度だと思っていましたが、
今は51対49ぐらいで、それでも意義のある制度だと思っています。要は使い方次第なのです。
けしからんというトーンで来て、「いやいや、こんな点もあんな点もある。けしからん点もあ
る」といろいろ話をして、ふむふむと納得されて帰るのです。メディアの方々は取材に来た時
点で企画はもう固まっているのです。ネガティブトーンで報道すると決めたらネガティブトー
ンなのです。それがひっくり返るということは基本的にはないのです。ただ、そうして説明
すると、「しまったな。ちゃんと話を聞いてから企画会議を通せばよかったな」と言われるの
です。
　論点はこの本に一応整理しています。これを出したのが１月で、そのときには「この制度は
こことここが良くないから改善してくださいね」というのも載せました。この４月１日に総務
省の方で新しい通達を出して、「もっとお行儀良くしなさい」という制度を出しました。総務
省にもアドバイスをさせていただき、有識者のコメントには私の名前も入っています。そうい
うことで、制度設計にも非常に高く関心を持っている状況です。
　皆さんの場合は制度設計というよりは、枠組みの中でどうやって活用していくか、活用す
べきか否かということがあると思いますので、後で触れていければと思っています。
　今は月１回行ければいいのですが、先週は島根県浜田市、その後は岩手県北上市に行っ
てきました。これらは比較的ふるさと納税を積極的にやっている自治体です。先月は山梨県
富士吉田市という富士山の麓にあるところへ行きました。一体どういう効果が出ているの
か、出ていないのか、視察をしているのです。
　クラウドファンディングについてまとまった書籍という意味では、『入門クラウドファンディ
ング』という本がまとまっていると思います。これは山本純子さんという方が書いていて、２
年か３年前に出た本です。クラウドファンディングでまとまっている本はあまりないのですが、
これはフェアな書きぶりで書かれていますので、基礎知識を得るという意味では一番いい
のではないかと思っています。基礎知識がある方には少し物足りないかもしれません。
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２．クラウドファンディングの概要
２－１．クラウドファンディングの基礎知識
　クラウドファンディングの基礎知識です。ここには「ベンチャー企業」とは書きましたが、
NPO、NGO、あるいは個人の場合もあります。それが資金調達をする「新たな」手段と考え
てください。通常、企業が資金調達をしようと思った場合は、法人格に対しての資金調達が
基本でした。一つ目は借金です。法人格に対してお金を貸すということです。もう一つは増
資です。株を発行するということです。基本的にはこの二つしか資金調達手段はなかった
わけです。そこに新しく出てきたのがクラウドファンディングです。
　クラウドファンディングは何が特徴的かというと、プロジェクト単位なのです。プロジェク
ト単位で資金調達をさせてくれるというのが一番の特徴です。このような手段は今までな
かったかというと、幾つかありました。一つはプロジェクトファイナンスと呼ばれるものです。
例えば、発展途上国で橋を造るためのお金の調達でやったりします。もう一つは、事業の証

券化です。例えば携帯電話事業に資
金を充て込みましょうというようなも
のがありました。いずれにせよ、これ
らは大規模なものなのです。小規模
な形でのものは存在しませんでした。
クラウドファンディングは、プロジェク
トに対しての資金調達を小規模で立
ち上げることが可能ということが特
徴だと考えてください。
　これは、サイバーエージェントの
ウェブサイトに載っていたもので

す。これは2013年のウェブサイトなので「今夏オープン」と書いてありますが、今はもう立ち
上がっています。Makuake（マクアケ）というものが、サイバーエージェントが運営している
プラットフォームで、それ以外に幾つかのプラットフォームが立ち上がっています。プラット
フォームでは何が可能かというと、「資金調達をしたい」という人がいます。資金調達をし
たい人は、「こんなプロジェクトをやります」ということで、ここは「脳波でペットの気持ち
を知ることができるプロダクトをつくります」ということです。それで「お金を出してください。
500万円欲しいんです」ということで、資金調達をしてくれた人に対してはどういうリワード
（報酬）、リターンがあるかというのを金額別に分けています。500円提供してくれた人には
「ありがとう」というメッセージをお返しします。あるいは、１万円を出してくれれば、このプ
ロダクトが完成したときには「１商品提供します」という形で、金額ごとに提供するものを分
けています。それを見て関心がある人たちが、「私は500円出そう」「私は5,000円出そう」
というような形でお金を提供するというのが基本的なプラットフォームとなっています。
　クラウドファンディングは二つのタイプがあります。一つは目標金額が集まったら成功とい
うことで、プロジェクトを実施するというパターンです。その場合、目標金額が集まらなかっ
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た場合はプロジェクトを実施しないという形です。最初はこの形が多かったのです。ですか
ら、100かゼロかの話です。つまり、欲しいお金がゲットできればプロジェクトは走るけれど
も、お金がゲットできなければプロジェクトは走りませんという形が基本的には主流を占め
ていました。
　一方で、最近、少しずつ出てきたのが、目標金額が集まらなかったとしても、例えば100集
めようと思っていて、60だけ集まりましたという場合は、その60でプロジェクトをやりますと
いうケースです。これはそのプロジェクトの中身によって向き不向きがあります。この二つが
あるというのを覚えておいてください。
　お金を出す方は、最初は「お金を出しますよ」という意思表示をするだけです。最初の段
階でお金は動きません。「500万円を集めたいです」と言って、もしもそれで500万円が集
まったら実施するプロジェクトであれば、みんなにまず意思表示をしてもらいます。それで
500万円というお金が本当に意思表示で集まったら、皆さんに対して「では、意思表示をし
ていた金額を出してください」ということで、ここで初めてお金が動きます。その前はあくま
で意思表示です。出したお金は戻ってこない可能性があるのではないかと話をされている
のですが、あくまでも意思表示から始まりますので、そのリスクをある程度は最小化してい
ます。
　クラウドファンディングには、専門のポータルサイトが存在します。個人や企業、NGO、
NPOなどがやりたいプロジェクトを示します。それを見た資金提供者が、お金を出す意思
表示をします。クラウドファンディングはなぜこんなに盛り上がってきたかというと、やはり
メディア環境の変化によります。ソーシャルメディアの発展によってどんどん拡散していくこ
とができるというのが一番大きなアドバンテージとしてあります。逆に言うと、ソーシャルメ
ディアを活用しないクラウドファンディングは拡散性に乏しいと思います。そういう意味では、
ある程度、マーケティングのうまい人が資金調達にも成功します。
　代表的なクラウドファンディングの事例としてアメリカの事例を
ご紹介します。世界中でクラウドファンディングを広げる一番最初
のきっかけになった案件です。当時はまだAppleの「Apple Watch
（アップルウォッチ）」がなかったわけですが、Apple Watch
（アップルウォッチ）みたいなもの、ペブルウォッチ（スマート
ウォッチ）を開発したいということで、開発資金を調達させてほし
いということでやりました。「そのお金を提供してくれた人にはペ
ブルウォッチ（スマートウオッチ）が完成すれば、皆さんに１個ずつ提供します」という形で
やりました。約10億円が集まったわけです。株の発行でも借金でもなく、こんな形で資金調
達ができるのを見せてくれました。
　日本でもこの時期からクラウドファンディングは徐々に脚光を浴びるようになりました。ア
メリカの場合は何千万円、何億円という事例があります。日本の場合は１案件当たり1,000
万円を超えるというのはなかなかなくて、今はどちらかというと、何を目的にするかで違って
きますが、数十万円単位のものが主流を占めています。



9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の可能性

講
演
録
集
①

２－２．クラウドファンディングのタイプ
　クラウドファンディングには三つのタイプがあります。寄付型、購入型、投資型です。今の
スマートウォッチの事例は購入型です。購入型というのは新商品開発型です。つまり、「何
か新商品を開発するお金が欲しい。お金を出してくれればその人にはその新商品を提供し
ましょう」というものです。基本的にはみんなで商品開発のお金を出して完成品を１個ずつ
みんなで受け取るという形なので、実態としては共同購入に近い形です。
　通常は新商品を開発するときは、それが売れるか売れないかは分からないわけです。新
商品を開発するときは、少なくとも最低ロットというのが上がるわけです。何かを開発すると

きに１個だけ試作品を作るというの
はなかなか難しく、いろいろな部品を
調達してくるときは、部品メーカーか
ら例えば時計の針や文字盤を調達す
るわけですが、部品の提供者は１個
単位では出してくれないわけです。ミ
ニマム・ロット、例えば100とか1,000
になるので、通常は3,000ぐらいにな
ります。「ミニマム・ロットは1,000です
よ」と言われると、最初は1,000個を
作らざるを得ません。それで1,000個

作ってみました。売りました。100個しか売れませんでしたというと、900個が売れ残ってし
まいます。そういうリスクがあります。しかし、クラウドファンディングの場合は最初から売り
先も決まっているので、売れ残るリスクがないことが実施側のメリットです。
　それから、マーケティングの話になりますが、商品を出したとき、最初、その商品を買う人
というのはすごく新しい物好きな人なのです。例えば、iPhoneを出しましたと言ってiPhone
に食らいつく人は、基本的には秋葉原にいるような人たちです。そういう層がイノベーター
と言われます。これは確か2.5％だったと思います。これは「ロジャースのイノベーション曲
線」と検索すると出てくると思いますが、基本的には新しい商品を出したとき、新しい物好
きが買うということです。その次がアーリーアダプターという層で、確か16％ぐらいです。そ
して、次がボリュームゾーンで、フォロワーです。最後がラガードと言います。新商品を出し
たときには、キャズムを超えるか超えないかという言葉があると思いますが、基本的にはイ
ノベーターとアーリーアダプターの二つの人たちが購入し、市場でのユーザーの比率が15
～16％を超えてくると、フォロワーの人たちが「じゃ、俺も買おう」「私も買おう」ということ
で追随していきます。フォロワーというのは追随する人たちです。これは大体6割ぐらい占
めると思います。そして、ラガードというのは絶対買わない人たちです。何があっても買わな
い。つまり今、ガラケーを使っている人たちはラガードなのです。どんな新商品を出すときも、
このイノベーターとアーリーアダプターに買ってもらうことが非常に重要になります。商品を
マーケティングするときというのは、自分の商品のイノベーターやアーリーアダプターがいる
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ところに効果的にマーケティング活動をする必要があります。スマートフォンを出すときに、
お年寄りに最初にマーケティング活動しても当然買ってくれないので、秋葉原に行ってキャ
ンペーンをするという話です。
　クラウドファンディングは、最初にお金ももらえるし、商品開発のお金が獲得できて、売り
先も担保されている。なおかつ、恐らくイノベーターやアーリーアダプターの人たちは食らい
ついてくれるでしょうということなので、資金調達もできるし、その方たち向けのマーケティ
ング活動もできるということで、非常にメリットが大きい形になるわけです。これが大きな特
徴です。
　ただ、逆に言うと、ソーシャルメディアで情報を発信していきますので、例えば、おじい
ちゃん、おばあちゃん向けの「よく眠れる枕」みたいなものを開発したとして、それをクラウ
ドファンディングでやろうと思っても、おじいちゃん、おばあちゃんはソーシャルメディアをあ
まり使わない。親和性は高くない。ですから、購入型でやる案件は、ネットとの親和性、ある
いはネットユーザーとの親和性が高い商品の方が出やすいという形になります。ただ、最近
はクラウドファンディング自体がある程度広がってきていますので、例えば地元のNPO法人
の活動資金を調達することもできます。
　二つ目が寄付型です。これは基本的には何かの活動に対して、お金を寄付しましょうとい
うことになります。
　寄付型と購入型の中間みたいなものもあります。例えば、このプロジェクトができた場合、
500円を出した人には「ありがとう」のメッセージを提供しますというのは、基本的には何も
購入をしていないわけです。これは基本的には寄付型に近いのです。500円を提供する人
はほぼ投げ銭をしていますというのに近い。一方で、１万円の人の場合はプロダクトをプレ
ゼントですので、これは購入型です。一つのプロジェクトの中でも、寄付型と購入が介在し
ている場合があります。場合によっては、プロダクトだけの場合もあれば、ほぼ寄付型だけ
の場合もあります。
　クラウドファンディングの寄付型での注意点は、寄付先が寄付金控除の対象になってい
るか、いないかです。寄付金控除の対象になっていないものが少なくないです。一方のふ
るさと納税は寄付金控除の対象になります。安全に寄付型をやるのであれば、納税者のメ
リットで考えた場合は、ふるさと納税の方がやりやすいです。ただ、ふるさと納税のプラット
フォームとクラウドファンディングのプラットフォームは別なのです。例えばMakuakeという
のはクラウドファンディングのプラットフォームです。ふるさと納税のプラットフォームは別な
ので、そこにいる客層も違ってきたりします。そういう意味では、どちらの方がいいかという
のは考えるべきところです。
　最後は投資型です。投資型は一番のボリュームゾーンですが、今回の研究会においては
考えなくてもいいと思っています。ただ、どういうものが存在するかというと、貸付型が主流
です。「結婚式資金が100万円足りません。貸してください。その代わり５％の利息を付けて
返します」というような形です。ですから、銀行から借り入れるのと、消費者金融から借り入
れるのとのちょうど中間ぐらいです。当初はそういう個人の「結婚をするという夢を叶える



11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の可能性

講
演
録
集
①

ためにお金を貸してください」「ではお金を貸してあげましょう」みたいなことがよくありま
したが、今は不動産ローンみたいなのが主流になっています。例えばアパートメント経営み
たいなものです。どこかの不動産会社が「アパートを20戸建てます。そのお金を貸してくだ
さい。その代わり、貸してくれたらあなたには５％のリターンをあげましょう」みたいなのが
主流になっています。だから、ちょっと実際のタイプとは違います。
　日本では禁止されていたのですが、企業の株式に投資して金銭的なリターンを受けてい
るというものが、２年か３年前に解禁されました。しかし、あまり案件はありません。という
のは、すごく魅力的な株式があればベンチャーキャピタルが、多分、投資をするのです。プ
ロが投資をします。プロの目には掛からないけれども、個人に魅力的な株式というのはなか
なか難しく、投資型は今のところはそんなに見なくていいと思います。
　ここまでで質問はありませんか。

（Ｑ１）基本的なことかもしれませんけれど、クラウドファンディングとふるさと納税のプ
ラットフォームが別と言われていましたが、このプラットフォームというのは、対象が別とい
うイメージで言われているのですか。

　例えばクラウドファンディングのプラットフォームである「Readyfor」のサイトを見てみま
しょう。最大手のうちの一つです。いろいろな資金調達の案件が出ています。例えばこの人
であれば、自然食レストランの「ティア」というのがあって、「この専門店を開店したいから
100万円調達したい」ということです。多分、見返りとしてはここでの食事券などがもらえる
と思うのです。これを開いてみましょうか。購入型と書いていますので、食事券がリターンに
なっているわけです。これがクラウドファンディングです。ここはこういうクラウドファンディ
ングの案件がたくさん並んでいるプラットフォーム、つまりウェブサイト、ポータルサイトです。
　一方で、ふるさと納税の案件ばかり集まっているプラットフォームとして、「ふるさとチョイ
ス」みたいなのがあります。これはふるさと納税の案件ばかりが集まっているのです。そう
いう意味で、場所が違うというイメージです。

（Ｑ２）寄付金控除の対象になるかどうかです。あまり確定申告もしていないので分からな
いのですが、ふるさと納税以外でも寄付金控除は普通にあるのですか。またどのくらいの
割合なのでしょうか。

　それはあります。割合は寄付の中身によって違ってきます。ふるさと納税の寄付金控除は
恐らくタックスメリットが一番大きいのです。一方で、例えば私も今は大学にいますが、大
学も、従来は所得控除だったのです。例えば年収500万円の人が１万円寄付をしたとなると、
500万円から１万円を引いたものに対して所得税がかかっていましたが、直接、税額控除の
ものも出てきました。そうすると、極端に言えば本来払うべき50万円の税金から１万円差し
引くという話になってきます。これは実は、支援事業が特定の場合は税額控除になるけれ
ども、それ以外は所得控除になるという形になっているのです。われわれが寄付金をすると
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きの税制の優遇措置は、基本的に所得控除のものがメインでした。ふるさと納税の場合は
税額控除なのです。税額控除のメリットは非常に大きいのです。
　そもそもこの所得控除すら、メリットを受けられない形の寄付型のクラウドファンディン
グも存在するので、そこは注意しなければいけません。

２－３．クラウドファンディングの市場の現状
　矢野経済研究所が出したデータでクラウドファンディングの市場規模を見ますと、16年度
見込みで大体500億円、大半が貸付型です。貸付型というのは不動産融資みたいなものが
多いので、実質的なクラウドファンディングの市場は購入型がメインを占めます。
　そのうちの内訳を示したものが次のグラフです。これは先ほどの「Readyfor」のような、
クラウドファンディングの案件がたくさん集まっているプラットフォームです。クラウドファン
ディングの資金調達者と資金提供者
をマッチングするプラットフォームが
日本に100以上存在しています。次回
ゲストのFAAVOはそのうちの一つで
す。この主要なプラットフォームの資
金調達額の合計は、大体85億円ぐら
いです。 
　ちょっと混乱させるかもしれないの
ですが、投資型で例外的に「ミュー
ジックセキュリティーズ」という会社
が存在します。これだけ知っておいて
も損はないかもしれませんので、お話
しします。ここは日本で唯一の投資
型クラウドファンディングをやってい
る会社です。ちょっとややこしいです
が、組合を使うのです。組合をつくり
ます。これはスライドにはあえて入れ
ていないのですが、恐らく主要クラ
ウドファンディングには「ミュージック
セキュリティーズ」は入ってないかと
思います。なぜかというと投資だから
です。組合への投資、出資です。組合
というのは、われわれも生協組合というようなものがあったりしますが、それに近いもので
す。よく活用されたのは東日本大震災の後です。フカヒレの工場が被災しました。フカヒレの
工場の再建のためのお金が必要だということで組合をつくります。組合をつくって、ここに
お金を出資してもらってフカヒレ工場を再建します。フカヒレをどんどん作って売り上げを立
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てます。売り上げを立てると事業リターンが出るので、それを原資としてこの組合員にリター
ンを提供しますというものです。これは東北の復興支援でよくやっていたパターンで、ワイナ
リーなどでもあります。例えばワイナリーのワイン栽培をするために、組合をつくって必要な
お金を出してもらって、投資してワイナリーの事業リターンからまたリターンを戻す。大体リ
ターンは４～５％だと思ってください。これは存在しますが、ミュージックセキュリティーズが
やっているものであって、こういう統計のときにもミュージックセキュリティーズは出てこな
いのです。しかし、そこそこ大きな金額をこれで調達しています。
　この組合というものをどう捉えればいいかというと、疑似会社みたいなものです。何か明
確な目的、工場やワイナリーを建設するなどがあり、資金を調達して、しっかりリターンも提
供できるだろう。会社をつくらないけれど、疑似的なプロジェクトとして投資的にお金を調
達したいという場合は、こういうオプションも存在するということは知っておいてもいいと思
います。

（Ｑ３）上場しなくても一般の人からお金を集められるということですね。それは法的には、
例えば投資全体で、金融商品取引法などに引っかかってくることはないのですか。

　非常にいいご質問です。通常は独行の組合でお金を調達できるのは49人以下というの
があります。49人以下であればこのスキームを用いることができます。50人以上にお金を出
資するという場合は、証券会社しかできないのです。金融商品を広く販売することになりま
すので、それは証券会社でないとやってはいけないことになっています。そうなると非常に
ハードルが高いので、組合の場合は49人以下でやりましょうということになります。
　ただ、これもカラクリがあって、子組合や孫組合をたくさんつくれば何とかなるといえば何
とかなるのですが、基本はこういうことです。
　あまり必要がないと思って、今回はあえて説明をはしょっていますが、投資型の場合は、
「ミュージックセキュリティーズ」みたいなものもあります。これについてクラウドファンディ
ングとは別なところでミュージックセキュリティーズの書籍が出ていますので、もし必要に迫
られた場合は学んでいただくという形になります。今後、研究会12回の中で、もしかすると
皆さんのご関心がこちらの方も広がってくるかもしれません。その場合は、事例はたくさん
ありますので、時間を取ってお示しします。「ミュージックセキュリティーズ」は、いろいろな
自治体と提携して自治体の一部資金調達のところや、自治体下にあるNPOやNGO法人の
資金調達の指導を行ったりしています。今回はあえて外していますが、重要度が低いという
わけではありません。
　皆さんの自治体の中で既に「ミュージックセキュリティーズ」と何か関わりがあるというこ
とはありますか。今のところはないですか。大阪でも支社がありますので、積極的にやって
いると思います。
　また話は脱線するのですが、福島が本店で、天満にもある「SABAR」という店がある
のですが、ご存じですか。サバ専門店で、メニューはサバしか出さないという飲み屋さんで
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す。ここはスキームで出店資金を獲得しています。これは「ミュージックセキュリティーズ」が
やっていました。

２－４．クラウドファンディングの課題
　クラウドファンディングは幾つか課題があると思っています。一番大きな課題は、案件の
質です。今、金融商品との類似性のような話をしてもらいましが、通常の金融商品の場合は
借金、プロジェクトファイナンス、証券化、いずれも基本的には間に入っている金融機関によ
る審査によってクオリティがコントロールされます。株の場合も、未公開株詐欺事件という
のがよくあります。上場株の場合は上場審査をしていますので基本的にはある程度のクオ
リティは担保されています。未上場株というのは、基本的には売買が制限されていて、売買
できないものです。だから、そうして未上場株を買わないかという電話は全部うそです。
　通常の金融商品を何らかの形でクオリティコントロールをされているわけですが、クラウ
ドファンディングの場合は、お金を調達したい人が、サイトで自分のIDとパスワードを打ち
込んで、私はこのプロジェクトをやりたいから500万円を頂戴とかとやったら、サイトに掲載
されてしまいます。ですから、クオリティコントロールが通常の金融商品と比べると圧倒的
に低いということです。では、何もしていないかというとそういうわけではなくて、クラウド
ファンディングのプラットフォームがあって、ここであればmakuakeやReadyforがあります
が、ここはここでしっかり見ています。例えば、この人は「脳波でペットの気持ちを知ること
ができるプロダクトを作りたいので500万円調達したいです」という申し込みをしました。申
し込みをすると、自動的に掲載されるわけではなくて、１回ここで審査が入ります。サイバー
エージェントとかReadyforとか、事業者の方で審査を入れます。そして、結構な割合ではね
ているみたいです。FAAVOは特殊で、案件の数はそんなに多くないですが、私が去年か一
昨年に一つの事業者に聞いた話だと、半分までとは言わないけれども結構な割合ではねて
いるという話をしていました。ある程度のクオリティコントロールはしてます。ただ、こういう
金融商品に比べるとやっぱりクオリティコントロールの度合いはやや下がるということです。
　クラウドファンディングにはドタバタ劇がよくあるのです。プロジェクトを開始しました。例
えば脳波が分かる商品を作るのに500万円かかると思っていました。いざ作り始めてみたら
500万円で収まらなかった。800～900万円かかったということもあります。あるいは、途中
までやってみたのだけどプロジェクトが途中で行き詰まってしまった。商品を開発しようと
思ったら、量産化するときにうまくいかなかった。あとは「今年10月末までに完成させて、11
月には皆さんのお手元に届けます」と言っていたけれど、届けるのが半年遅れたということ
があります。これはよくある話です。

２－５．クラウドファンディングの更なる可能性
　この辺は皆さんのご関心とはずれるかもしれませんが、ソニーやパナソニックが匿名でこ
のスキームを用いて、新商品の開発をするということが最近少しずつ出ています。つまり、ソ
ニーが電子ペーパーの時計を匿名でクラウドファンディングのサイトに出すわけです。別の



15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の可能性

講
演
録
集
①

会社の名前で出して、人とお金がたくさん集まれば、これはマーケティングとしていけそうだ
ということになるのです。だから、マーケティングを代理の場所として、クラウドファンディン
グを活用するということも出てきています。

（Ｑ４）基本的なことなのですが、先ほどプロジェクトが中止になった場合で、例えば500
万円で時計を作りますというプロジェクトで、結局800万円必要になったので資金が集まり
ませんでした、中止になりましたとなった場合、リターンとして時計１個を渡すということもで
きなかった場合は、最終的にはどうなるのですか。

　返金です。基本的には返金ということになります。ただ、お金を使ってしまっているとき
が一番問題です。しかし、日本の場合はそういう問題はまだ出ていません。なぜかというと、
案件の規模が小さいからです。ですから、実際にこういうお金が足りませんといったことが
生じた場合、何をするかというと、結局資金を調達した人が必死で自分の手金を当て込む
とか、別なお金を調達してきて何とかそれを成立させるとか、そんなことでカバーしていくの
が実態です。
　あとは、クラウドファンディングが日本で始まって、実質４～５年ですが、こういうことが起
こらないように、このプラットフォーム事業者の方で審査を重ねて、より良くしていく。途中
で駄目になりそうな案件は最初からはじいていくという形になります。いいご質問をありが
とうございます。

（Ｑ６）プラットフォームを営業している会社は、手数料で収入を得ているのですよね。成
立しない場合も手数料を取られているのですか。

　私の理解が正しければ、ゼロのところと、前金といいますか、参加料みたいなものを取っ
ているところと、二つあると理解しています。基本的には資金調達額の15～20％がプラット
フォーム事業者の手数料です。ですから、100万円が集まった場合は15～20万円が事業者
の手数料です。

（Ｑ７）プラットフォームにこういう事業をやりますと登録するときは、だいぶ詳細を積み上
げていくというイメージですか。

　ある程度詳細に積み上げないとお金が集まらないです。審査も通らないということです。

（Ｑ７）ここにこういう費用がかかる、ここにこういう費用がかかると積算していくような感
じですか。

　そうです。
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２－６．クラウドファンディングに関する先行研究
　少し古い事例にはなりますが、どういう企業がたくさんお金を調達できたのか、つまり、
クラウドファンディングで資金調達に成功したのかを分析したものがあります。米国のクラ
ウドファンディング事業者は「Kickstarter」あたりが最大手なのです。分析してみたところ、
資金を集める個人、あるいは企業、ベンチャー企業が、Facebookで友達数が多いと資金
調達に成功します。あとは案件の質です。ご質問頂きましたが、どういう案件ですかという、
案件の内容の詳細が書いてあるとか、動画があるとか、そういう案件の方がたくさんお金
が集まる、あるいは成功するということが分かってきました。
　あとは、地理的なロケーションも影響を与えています。ロサンゼルスはエンターテイメント
な町なので映画産業、サンフランシスコはゲーム産業の町ということで、その場所を彷彿と
させるような、その場所にイメージづいた案件ほど成功しやすいです。例えば、東大阪市の
企業が資金調達をするという場合は、ロケットの部品などだと多分お金は集まりやすいの
かもしれないです。箕面市の場合であれば、お猿さん対策にお金を集めますと言ったら、も
しかしたら集まるかもしれません。
　あと、人口の多い場所の案件ほど資金が集まりやすいです。これはあくまでもアメリカの
主要な案件の統計です。
　オランダの事例では、資金を集めた人と資金を出した人が地理的に近い。例えば、大阪
の企業や個人が資金調達をする場合は、資金提供をする側も大阪近辺に住んでいること
が多いかもしれないというのが過去の成功研究から分かってきたことです。ただ、日本の
場合は少し事情が違います。やはり首都圏に資金提供者が住んでいることが多いのです。
お金を持っているので、こういうことをやりたいという人が首都圏に住んでいることが多い
ので、恐らくファンディングしていくときは、首都圏の人たちにも知ってもらうような形で集
客する方がいいと思います。

３．クラウドファンディングへの自治体の関わり方
　それでは、肝心の、皆さんにとって一番関心の高いクラウドファンディングへの自治体の
関わり方というところに入っていきたいと思います。
　関わり方は二つあります。一つは資金調達を皆さんがするという実施主体になる場合で
す。もう一つは、資金調達をする個人、NGO、NPO、企業を自治体が支援するという場合
です。この二つのどちらかです。
　まず一つ目の、自治体が自ら実施するという場合は、自治体が抱える社会課題を解決す
る、あるいは、何か新しいプロジェクトをやりたいというときに自治体自身が資金調達主体
となって、クラウドファンディングを使ってお金を調達します。ただ、その場合はクラウドファ
ンディングのみならず、ふるさと納税の範ちゅうに入ってくると思います。ふるさと納税の一
部として語られつつあるガバメントクラウドファンディングというのがあります。あともう一つ
は、今日の一番最後に紹介しますが、ソーシャル・インパクト・ボンドみたいなものも最近は
登場していて、自治体が資金調達主体となる場合はクラウドファンディング、ふるさと納税、
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ソーシャル・インパクト・ボンドの三つが出てきつつあります。ソーシャル・インパクト・ボン
ドはまだまだ事例はほとんどありません。

３－１．ふるさと納税と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の事例を一つ見てみます。「ふるさとチョイス」はふるさ
と納税の最大手のサイトですが、そこにある一部のコンテンツで、自治体の課題解決のた
めにふるさと納税を使いましょうというものです。つまり、ふるさと納税の使い道を特定の
プロジェクトに限定するのです。一番有名なのが、広島県の神石高原町で犬の殺処分をゼ
ロにしたいということです。確か日本で１年間に殺処分をされている犬の頭数は15～16万
頭です。それの殺処分数を少なくしたいので資金調達をしたいということです。これは、広
島県神石高原町がふるさと納税を使ってやります。これは、こういうプロジェクトをしている
NPO法人がいるのです。神石高原町がふるさと納税でお金を集め、そのお金をNPO法人
の活動資金に提供してあげるという形になっています。ですから、NPOの資金調達を自治
体が代理でふるさと納税を調達していると捉えていただいても構わないかもしれません。こ
れは４億円です。これは実は２回目か３回目なのです。一番最初は３億円ぐらい集まったと
言っていました。すごくお金が集まったということで、次もということです。目標金額は10億
円です。最初は確か3.7億円集まって、５億円目標だったかな。これで、10億いけると。結局
365日間のうち、終了まであと141日と書いているのですが、１年間やっていますので、既に
200日経過していてこの金額が集まっているということです。これが多分ガバメントクラウド
ファンディングでは一番有名な事例です。
　しかし、賛否両論があります。一つは、結局はNPOの活動資金なのです。これは集まっ
た金額のほとんどがこっちに流れていますので、神石高原町にお金が残らないのです。せ
めて半分はこちらに流すけれども、半分は神石高原町に落ちるとかというようにしてればい
いのですが、ガバメントクラウドファンディングのいいところでもあり、かゆいところでもある
のは、「このプロジェクトにお金を出してください。このプロジェクトにふるさと納税をしてく
ださい」という集め方をしますので、これ以外には使えないのです。ただ、使い道が明確な
ので共感は呼びやすいです。日本全国のペットを飼っているご家庭にしてみると共感度は
非常に高いと思います。

（Ｑ８）ちょっと驚いたのですが、こんなに金額がすごいのだったら、知らなかっただけで、
ものすごく大ヒットするかもしれませんね。

　そうですね。市場規模の話を先ほどしましたけれども、クラウドファンディングの市場規
模がミュージックセキュリティーズを除けば、多分80億円とか90億円です。ふるさと納税の
市場規模が、この３月に終わった昨年度実績で、恐らく3,000億円なのです。ですので、市
場規模という意味ではクラウドファンディングとふるさと納税では、圧倒的にふるさと納税
の方が大きいです。
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　広島県の神石高原町は犬の殺処分で名前が上がりました。でも３億円、４億円、５億円と
お金が集まったけれども、町にはお金が落ちていません。そうなるとメリットはないように
見えるのですが、町の知名度は上がっています。あとは、一回ここにふるさと納税をしてく
れた人に、例えば「今度は町の神社を復活させるためにやるので、もう一回リピートでお願い
します」というアプローチをすることはできなくはないです。あるいは「町の特産品にこうい
うものを作ったので、よかったら通販で買いませんか」というアプローチをすることも不可
能ではないと思います。
　ではどんな案件があるかというと、宇宙産業を開発しましょうとか、よくあるのは文化財
や文化遺産を登録したいとか、町の歴史的な建物の保守保全や、学校の校舎を建て直した
いということなどにお金を使いたいというのが結構あります。
　金額は集まっていないのですが、佐賀県がずっとやっているのは難病支援です。難病支
援されないと治療費の補助はないのです。佐賀県はこういう難病支援をしているNPOを支
援するためにふるさと納税を使っています。１型糖尿病の子どもたちに対して医療費を支援
したいということで、これを使途としてガバメントクラウドファンディング、つまりふるさと納
税の使途特化型をやっています。これも犬の処分もそうなのですが、佐賀県民にしてみると
子どもたちがかわいそうなことや子どもたちに支援が必要なのはよく分かるけれども、佐
賀県で解決しない行政課題はもっと他にもあるのではないですかという質問は聞かれない
のです。先ほどの広島の話もそうです。犬の殺処分はかわいそうな事例だし、社会問題で
あるのは分かるが、あそこの橋を補修しなくてはいけない。あるいは、高齢者支援施設が
必要でしょうということで、これをやる場合の一番チャレンジングなところは、行政の課題
の優先度合いを浮き彫りにするわけなのです。だから、どこまで地元の理解を得られるか
というのが一つの課題です。

（Ｑ９）実際に何か言われているところもあるのですか。

　犬はそうです。

（Ｑ９）何となく行政の感じでいうと、大事なものはしっかり予算に組んでいますという話
なので。

　そうなのですが、結局、犬の支援をしたところで、議員さんは票を取れないです。一方で、
議員さんにしてみると、地元の自治体にお金が落ちるようなところに予算を付けた方が票を
取れるのです。

（Ｑ９）これは予算を使っていないのですよね。

　これは予算を使っていないですけれども、３億円入ってきているのであればなぜ全部外
の犬に使ってしまうのだ、なぜ町の課題解決にお金を使わないのだという議会からの突き
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上げが、実は来ます。逆に、何もしていなければ何もしていなかったで、議会からの突き上
げが来るので、難しいです。

（Ｑ９）確かにむちゃくちゃ言われるのはその通りです。

　そうなのですよね。これは良い悪いという議論ではなくて、どういう哲学でやるかという
話だと思っています。
　ついでに、今のふるさと納税の話に関連しますが、ガバメントクラウドファンディングの話
をしますと、函館市の事例が最近の例です。
　函館市のふるさと納税の使い道として、まず、美しいまちづくりのため、産業振興、福祉
の充実、子育て環境、ここまでは普通です。皆さんの自治体もふるさと納税の使い道として
こういうものを提示していると思います。この後にこういうものが登場します。大間原発の
建設の中止です。大間原発はどこにあるかというと、青森県にあるのです。函館市は津軽海
峡の向こう側にあるわけですが、青森県の自治体は大間原発があることですごく多額の補
助金が国から下りるわけです。潤います。ただ、福島県みたいな何か事故があったときには、
函館市も被災するということなので、函館市はこの原発は大反対なのです。それで今回、こ
の建設を差し止めるための訴訟活動をする資金を調達したいということで、ふるさと納税
の使い道にこれを加えました。加えたのが今月です。そうしたらすごくお金が集まってきた
という事例です。
　実は函館市は、ふるさと納税単体で見ると赤字なのです。人口が17～18万人います。言い
方は悪いですが、中途半端な人口を抱えています。その意味ではふるさと納税を外にする
住民が結構いて、赤字なのです。どうしようと思っていたところに、このようなものを加えた。
これは一種のガバメントクラウドファンディングです。そうしたら、すぐお金が集まったので
す。これは後で「大間原発、ふるさと納税」で記事検索をしてもらうと、この１週間ぐらいで
記事がたくさん上がってきます。
　同じことが、北海道根室市でも起きています。これは北海道根室市の総合政策室のふる
さと納税ホームページです。根室市はどういう町かというと、対岸は北方領土です。ふるさ
と納税の使い道として、ホームページに載っている１～３番は普通の使い道なのですが、４
番として北方領土返還運動を挙げています。これもものすごくお金が集まっています。
　沖縄県は米軍基地返還などで、お金がたくさん集まっています。今のこれらというのはエ
クストリームな、極端な事例を挙げていますが、要は使い道を限定的に見せてあげるという
ことです。
　先ほどの犬の殺処分とこれの違いは何かというと、犬の殺処分の場合は犬の殺処分とい
うものだけをプラットフォーム上で提示して、ふるさと納税を募っているのです。一方で函館、
根室の場合は、ふるさと納税の使い道の一つにこれが組み込まれているだけで、この４番
だけを切り出してサイト上に載せて資金調達をしようとしているわけではないということで
す。そこの違いはありますが、基本的にはこういう形になっています。
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　犬の殺処分の場合は、恐らくふるさと納税でやろうと思った場合は返礼品を付けにくい
です。難病支援も返礼品を付けにくいと思うのですが、函館、根室の場合だと、要らないと
いう人も多いかもしれませんが、返礼品は付けられます。

（Ｑ10）市のホームページに、ふるさと納税用のサイトを載せるのに自治体はお金がかかる
のですか。

　クラウドファンディングのプラットフォームと同じように、こういうふうにふるさと納税のプ
ラットフォームに案件を載せているものもたくさん存在します。クラウドファンディングのプ
ラットフォームが100個以上あったとすれば、ふるさと納税のプラットフォームは大体10個
ぐらいです。ふるさと納税の場合は、「ふるさとチョイス」が市場のシェア70％ぐらいを持っ
ています。大手５社ぐらいでほとんど占めているようなものですが、この70％の市場シェア
を占めているここは、掲載料自体は年間４～５万円です。掲載するだけですから、年間４～
５万円で済みます。ここで資金調達をしても15％や20％を取られなくて、年間掲載数料の４
～５万円が取られるだけです。しかし、業界２位、３位の「さとふる」というところや楽天だ
と、手数料として10％から十数％取られます。

（Ｑ11）ふるさと納税ですが、寄付金から民間企業のお金が割り引かれるのですか。

　そうです。民間企業のお金が割り引かれます。業務委託手数料ということです。

（Ｑ12）ガバメントクラウドファンディングの仕組みをそのままふるさと納税のプラット
フォームでやっているというようなことですね。

　近いですね。

（Ｑ12）圧倒的にこちらの方が、より多くの人に届けられるということですね。

　どちらが訴求力が高いかはまだ分からない部分ですが、これは税額控除です。ふるさと
納税をする人は大体このプラットフォームに来ていますので、このプラットフォームをサーチ
しているとこれにぶち当たったということは言えるでしょう。ただ、こっちはガバメントクラウ
ドファンディングと呼んでいますけれども、スキームはふるさと納税です。

（Ｑ13）先ほど、税額控除の対象になるかならないかという話があったと思うのですが、ク
ラウドファンディングの場合は内容によって変わってくるのですか。

　私の理解が正しければ、基本的にふるさと納税の場合は、自治体に対してのふるさと寄
付ですので、これは税額控除の対象なのです。そうではない場合は所得控除の対象だと認
識しています。例えば、一般のNGOさんが普通にふるさと納税ではないところに寄付をした
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場合には、所得控除の対象だと思うのです。資金提供者側から見た場合は、ふるさと納税
でやってもらった方が金銭的なメリットは大きいと思います。

（Ｑ13）クラウドファンディングの方が所得控除ということですか。

　それは私の理解です。
　私の今の中でのすみわけというのは自治体が資金調達をする場合、つまり先ほどのプレ
ゼンテーションでいうところの、自治体が実施主体となってお金を調達する場合は、ふる
さと納税を使う方がいろいろ利便性は高いと思います。自分がお金を調達する場合は、ふ
るさと納税で調達しました。一方で、地元の企業や個人が資金調達をする場合は、当然ふ
るさと納税を彼らは使えないので、この場合はクラウドファンディングでお金を調達すると
いうことです。ただ、ふるさと納税の今の問題点は、返礼品が前面に出てしまっているので、
返礼品ではなく、ちゃんとプロジェクトを理解してもらってプロジェクトとしてお金を調達し
たい場合は、やっぱりクラウドファンディングの方がいいかもしれません。

（Ｑ14）ふるさと納税ではないクラウドファンディングを自治体がやっているところはある
のですか。

　あまりないと思います。基本的にはガバメントクラウドファンディングの範ちゅうになるの
で、中身自体はふるさと納税を使っています。ですから、自治体が資金調達をする場合は通
常のクラウドファンディングよりは、ガバメントクラウドファンディングを、これは基本的には
ふるさと納税ですので、基本的にはふるさと納税か、ソーシャル・インパクト・ボンドみたい
な型です。ソーシャル・インパクト・ボンドについてはまた後でお話しします。
　前置きが長くなりましたが、二つ目のタイプがクラウドファンディングで資金調達を行い
たい個人やNPO、企業を自治体が支援をするというものです。これが恐らくクラウドファン
ディングに対する自治体の関わり方としては多いものの一つだと思います。
　何をするかというと、他の自治体でも既に事例がありますけれども、いろいろなセミナー
や勉強会を開催してあげる。つまり、地元の企業や地元のNPO向けに自治体の予算で講
師を呼んできて、クラウドファンディングのレクチャーをしてあげるのです。あるいは、事業
計画書を作るわけです。クラウドファン
ディングをするときに、こういうプロジェ
クトをやります、こんな商品を作ります、
だからお金を出してくださいというとき、
事業計画書の見栄えが良くないとお金
が集まりにくい。そういうことでは、事
業計画書の作成支援みたいなものもメ
ニューに入ってきます。
　ふるさと納税とガバメントクラウド
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ファンディングというものがあってふるさと納税についても皆さんご案内の通りだと思います。
今あるのは「１万円を寄付すると30％相当の返礼を提供することができます」ということで
す。「個人の負担は2,000円で済みますよ」ということです。

３－２．ふるさと納税の現状
　返礼品の提供の是非というのがふるさと納税の場合はよく言われるのですが、知名度の
向上には貢献するでしょう。ただ返礼品というのはあくまでもつかみであって、本来は町に
興味を持ってもらうためのプロモーション活動が必要になってくるよということです。
　またマーケティングの話になりますが、マーケティングの世界ではAIDMAとかAIDAと
いうものがあります。AIDMAがAttentionで、最初、例えばテレビCMをうちますよと、有
名アイドルが出てきて、みんなのAttentionを引き出す。みんなのAttentionを引いて、何の
ことかなと思ったら、ドコモのCMでしたというのがInterestです。「あれ、欲しいな」とい
う関心、欲求を持ってもらう。最後に「よし、ではあれを買おう」というのがActionです。す
みません、AIDMAのＭが抜けています。ＭはMemoryです。これが、よくあるマーケティ
ングの理論です。そういう意味では、ふるさと納税の場合の返礼品というのはあくまでも
Attentionです。
　一方で企業や個人、NPOがクラウドファンディングで購入型を実施する場合、先ほどの
スマートウオッチみたいなものです。その場合はAttentionからInterestからDesireから
Actionまで、つまりAttentionを引き出して関心を持ってもらって、あの商品を欲しいという
欲求を持ってもらって、最後に購買をしてもらうというところまでが完結しています。購入型
のクラウドファンディングの場合はこれ全部が完結しているのです。
　ふるさと納税というのは町の交流人口、町への訪問者とか町へのAttentionを増やすの
にどれだけ一役、二役買っているかということに注目してみます。北海道の自治体などを見
てみると、そこそこ一応の効果も出てきているし、交流人口も増えているという事例もあり
ます。実は一番最後がすごく重要です。ふるさと納税の返礼品を提供する企業があります。
今いろいろ見ていると、それらの会社、企業の力がどんどん付いています。返礼品として提
供しました。そうしたら、納税者からコメントが返ってきました。極端に言えば、「あなたが
送ってくれた返礼品は腐っていましたよ」というような話です。岩手県北上市は野菜を返礼
品として出したのです。この前、その野菜の返礼品を出している野菜の卸屋さんに行ってき
たのですが、「何かこれをやったことで企業の体力は変わりましたか」と聞くと、「変わりま
した」と言うのです。具体的な事例としては、自分たちが送っていた商品が向こうで腐って
いました。実は無農薬の野菜だったからです。無農薬の野菜なのでそんなに日持ちがしな
いわけです。日持ちしないものを地元で販売するにはそんなに問題はないわけですが、返
礼品として提供した場合は腐ってしまったということがあったので、その後はどうラッピン
グすれば腐らなくなるかというノウハウを学びましたということでした。
　実はそういうことは枚挙にいとまがないのですが、返礼品を提供している事業者はすご
く育ちます。実際にＢ to ＢからＢ to Ｃになりますと、Ｂ to Ｂというのは法人向けのビジ
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ネスです。Ｂ to Ｃというのは直接、消費者に向けてのビジネスなのですが、そのビジネス
ができるようになるので、企業の力がすごく付くのです。実は返礼品の市場というのは、事
業者の育成支援策として有効に機能していく可能性があると思っています。

３－３．ふるさと納税と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については触れたのですが、ふるさと納税というのは、
要は寄付型のクラウドファンディングと購入型のクラウドファンディングに該当しますという
ことです。2,000円を寄付します。一方で特産品が戻ってくるので、購入型だということです。
　クラウドファンディングとの違いは、自治体が実施主体ですので、信用力は高い。必ず案
件が成立する。成立するというのは、クラウドファンディングの場合は目標金額が集まらな
い案件は成立しないものが多いということです。案件の締め切りの場合はふるさと納税の
場合はない。順次受付です。
　一方で、ふるさと納税の場合は、特産品か何か分からない場合がありますので、物が明
確ではない場合があります。例えば、ふるさと納税の場合は、プラットフォーム業者に手数
料を払う必要が通常はないです。楽天や「さとふる」を使うと10～15％払うということになり
ます。
　ふるさと納税はガバメントクラウドファンディングだということで、ここはカバーしました。
根室市の事例や大間の話はしました。文化財の保全や補修で使われています。特定医療項
目の治療への補助などです。
　ここの課題は、地元でも、これより優先度合いの高い地元の問題があるのではないです
かみたいな議論が出てきます。あとは、ガバメントクラウドファンディングをするときはお金
を出してくれる人は域外の人たちです。域外の人たちに分かりやすいものが優先されてしま
う可能性があります。地元では、上水道の整備はすごい優先課題として挙がっているけれ
ども、上水道の整備でガバメントクラウドファンディングをしますといっても、多分、面白く
ないのでお金は集まらない。そうすると人気投票になってしまう可能性もある。それでいい
のかなというのは一つ考える必要性はあるでしょうということです。

（Ｑ15）ふるさと納税という言葉自体が、例えば勝ち組と負け組という感じがするのです。
税の方から言うと、所得控除という形、税額控除になりますと、見た目は所得税なのですが、
それが翌年、住民税に反映してくるということで、当然もらっている市町村としては、その住
民税が減るのを考えなければ勝っていると思うのです。何もない市町村になると、他市町村
にふるさとという名前で納税されてしまうとその分が所得、ひいては翌年の住民税にマイナ
スになって、市に入ってくるふるさと納税の金額よりも税収が下がるということがあると思う
のです。それはどうしようもないことなのでしょうか。

　その点は非常に大きな問題です。結局、実質的には納税先の付け替えでしかないのでは
ないかという話です。問題は例えば四條畷市の住民税として徴収するべきものが、函館市
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に行っているという話なのです。それは一つの問題です。それについてどう考えるかですが、
私の中での整理は二つです。一つは住民税の２割までがわれわれのふるさと納税でできる
上限ですので、四條畷市の住民全員が上限までふるさと納税をした場合は、住民税は２割
減りますということです。そういう意味ではこれは全国の自治体が今の８割の住民税はキー
プできます。２割の住民税は、ここのプールに皆さん拠出してください、これをあなたたちは
競争して奪い合いなさいという制度なのだと私は理解しています。必要最低限の住民サー
ビスは８割の住民税があれば、できる、できないは別の問題として、カバーできるでしょうと
いうことで、２割は皆さんに出してと言い、それをお互いに奪い合ってねという制度ではな
いかと思っています。

（Ｑ15）拠出型ということですか。

　そういうことですね。

（Ｑ15）ということは、取れない市町村は取れないというのは、仕方がないということです
か。

　これについては、実は救済措置があります。それがもう一つ目で、地方交付税です。地方
交付税の交付団体の場合は、結局、税収減に対して翌年の地方交付税が増えるという措
置があります。これは減った分の75％が戻ってきます。地方交付税が交付されている場合
は、もしも住民税が１億円減ってしまい、純減１億円ですという場合は翌年度の地方交付税
が7,500万円増えます。ですから、純減は2,500万円で済みます。

（Ｑ15）ということは、逆に、増えると交付税が減らされるということになるのですか。

　そこはそうではないのです。減るのは税金なのですが、増えるのは税収ではなくて、寄
付金収入なのです。寄付金収入なので、税収は変わっていないという扱いになります。だか
ら、ふるさと納税をたくさん調達した自治体というのは、税収は不変、寄付金は自助努力で
集めてきた別枠の収入なので、地方交付税が減らされるということはないのです。ですから、
もうけた分は丸もうけなのです。ただ、減った分は75％が補てんされます。
　そうすると一番、割を食うのはどこかというと、地方交付税の不交付団体です。これは日
本には80から90あります。例えば、愛知県豊田市や原発のあるような自治体、それから東
京23区は地方交付税を受け取っていないので、例えば10億円減ったら10億円丸々なくなる
ということです。

（Ｑ16）行政としては確かに税の取り合いだなあということはずっと思っていたのですが、
先ほどのガバメントクラウドファンディングのプロジェクトごとのクラウドファンディングとい
うのは衝撃的です。自治体のやることに対して資金調達を寄付でやりますというのが当た
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り前になったときに、そもそも税金をもらって自治体を運営しますという自治体制度の破綻
と言いますか、次の段階の、根幹を揺るがすぐらいのスキームの転換かなと思うのです。結
局そういうのに行き着いたというような気がするのですが、海外ではその研究は進んでいる
のですか。

　それは、次に紹介するソーシャル・インパクト・ボンドです。ですから、待っていただきき
たいと思います。
　一方で、根幹を揺るがすという話があったのですが、そういうところはあるでしょう。ただ、
基本ラインとしては、住民税の８割は動きません。これは２割しかできないのです。

（Ｑ16）ふるさと納税の取り合いだとそうですね。ただ、ゲットの方は、例えば、何とか町だ
から、多分、年間予算は100億円、200億円と思うのです。

　地元の町税を上回るぐらいのふるさと納税を寄付で集めている自治体というのは実際に
登場しています。

（Ｑ16）それはすごいことですね。

　すごいことですね。

（Ｑ16）やっぱり住民からの税金をもらって自治体というのがあるという形がもう違います
ね。「あなたたち、やりたいことがあったら全部聞いてね」ということで、それこそ市政がプ
ロジェクトタイムでやったらいいのではないかという話ですね。

　そういうことですね。ですので、今まではいろいろ作文して、霞ヶ関へ行って陳情して予
算をぶんどってきていましたというのが、そうではなくて、一般大衆に対して「こんな意義深
いことをするのですよ」という事業計画書を作って、それが魅力的であれば資金調達ができ
るという形になります。

（Ｑ16）いわゆる租税がなくなって、全てが目的税になるというみたいな感じですか。

　でもそれはあくまでも乗っかる分です。住民に対しての住民のサービスは基本的には税
収で行います。一方で、何か町として特別に取り組みたいプロジェクトが存在した場合は、ア
ドオンで、プロジェクトタイムを取ってきますという、そんな形になると思います。

（Ｑ17）先生の感覚でいいのですが、大手のプラットフォーム会社にふるさと納税を載せる
べきか、載せずに市のホームページとかパンフレットとかを作って地道に活動するのがいい
のか、どちらの方がいいと思われますか。

　前者です。プラットフォームに載せざるを得ないです。というのはユーザーにしてみれば、
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結局各市町村にふるさと納税をするときは、一から自分の名前を打ち込んで一からクレジッ
トカードの番号を打ち込んでとやるのが手間ひまがかかるのです。プラットフォームの場合
であれば、自分のIDとパスワードを登録しておけば、どんな自治体でもワンクリックででき
るのです。だから、あそこのプラットフォームに載せていないと寄付は集まらないと思いま
す。逆に言うと、いったんふるさと納税で有名になってしまえば、一定のファンが付きます。
そうすると独自のサイトを作ってこっちに流すことは可能です。しかし、最初はやっぱりプ
ラットフォームにならざるを得ないです。

（Ｑ18）今のお話の中で、いったん名前が載ってしまえばということですが、僕らはしない
のですが、境港という名前がすごくイメージにあるのです。返礼品の良い悪いではなく、多
いところとか、今問題になっている返礼品を下げろとかいうことになってくるのですが、あ
れ自体、ずっとこれからは下がっていったり、金額的には大概なっていくものでしょうか。

　今年の４月１日付で総務省が新しい通知を出しまして、いわゆるこの返礼品の割合を、
１万円もらったものに対していくら相当の返礼品を出していいかというところなのですが、
昔は１万円もらって7,000円のものを出している自治体とか、8,000円のものを出している自
治体もあったのですが、３割にしてくれ、集まった金額の30％までしか出してはいけません
という通達を出しました。そういう意味では値引き競争みたいなものはやや緩和されると思
います。

（Ｑ18）ということは、それに対して言うことを聞かない市町村があって、たたかれている
部分もあったのですが、あれも一つのネームバリューのような形になっていき、以前にたく
さんお金を出して、返戻金が多かったところについては、先にやったもの勝ちで、平になった
ところでも名前は残るということですか。

　そうなのです。これは全てのビジネスもそうなのですが、結局、先行者メリットというのが
あるのです。ビジネスの世界では必ず先行者メリットがあります。そこは残念ながら是正で
きなくて、先行者メリットを受けている自治体は引き続き、受け続けると思います。逆に言う
と後発の自治体はどうすればいいかというと、値引き合戦では皆さん戦わなくなりますので、
どちらかと言うとお金の使い道をもっと有意義なものとして見せる。だからこそ根室市とか
函館市みたいなところにお金が集まりやすくなっている状況だと思うのです。あの使い道
がいいか悪いかという議論は別途あると思います。そうではなくて、もっと地味ですが、本
当に行政の課題解決につながるとか、目立ってはいないのだけれども、マーケティングのや
り方さえ変えればもっと魅力的に見えるものもあるはずです。そこはどちらかというと、今
までの自治体運営では、マーケティングの発想はそんなにありませんでしたが、今後はマー
ケティングの手腕というのがすごく問われてくると思います。

（Ｑ18）先ほどの広島の神石高原町の話で思ったのですが、殺処分を減らすのは町の職員
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さんではないですよね。コンサルタントが付いているのではないですか。

　あれは町のNPOがやっているのです。NPOが多分、町の職員に「ふるさと納税で助けて
よ」と言われたと思います。それであそこ自体にコンサルが付いているとは今は思わないの
ですが、多分、町の職員も善意でやってあげたということだと思うのです。

（Ｑ18）そうしたら、うまくいったということですか。

　そういうことです。皆さんが今回の自己紹介文でも書かれていた中で、例えば文化活動
や芸術活動をするNPO、NGOの資金調達手段としてクラウドファンディングを使えないか
と考えている方は何名かいたと思います。その場合はNPO、NGOが独自にクラウドファン
ディングを実施する。そこのサポートをするのが一つでしょう。もう一つはふるさと納税の
使い道として、NPOやNGOのプロジェクトを当て込むというのもあると思います。ただ、後
者になった場合は、犬の殺処分とか難病医療費となると、何となく支援は得やすそうです
が、文化事業や芸術事業となってきたときに、なぜそのNPOの芸術事業、文化事業だけを
支援して、他の文化事業、芸術事業にはお金を支援しないのかという話が出てくると思いま
す。そこのすみ分けをどうするかという話なのです。
　これは小さい自治体ほどやりやすいのです。他に競合するプロジェクトがないはずだから
です。町には芸術支援をしているNGOが一つしかありませんという場合は、そこだけを支
援していれば済むのですが、皆さんぐらいの自治体の規模になってきますと、芸術活動をし
ているNPO、NGOというのは、多分、たくさんあって、一方でNPO、NGOではなく個人で
やっている人や企業でやっている人が出てくるので、何か不公平じゃないかという意見が出
てきます。

４．ソーシャル・インパクト・ボンドについて
　最後はソーシャル・インパクト・ボンドについてです。これは実は私もまだ初学者でして、
知識は完全には付いていないところなのですが、こういうふうに考えてください。
　例えば行政コストが100発生しているとします。一番、分かりやすく、地元の自治体にか
かっている医療費のコストとします。どこかの自治体でがんになる患者さんがすごく多い。
でも、そのがんになる患者さんがもし早期発見できていれば医療費は小さくて済みます。で
すから、ここで何をするかというと、NPO法人に対してがんの早期発見プロジェクトという
プロジェクトを依頼します。実際に地域の住民の人たちに対して、がん検診をどんどん受け
させるのです。がん検診をどんどん受けさせると、がんの患者数は100人から50人に減りま
した。そうすると地元でかかる医療費が100から50に減ります。一方で、がんの早期発見の
ための早期検診を受けさせるための費用が10かかりました。その場合は総コストが100か
ら60に減るのです。この活動費、要は、がんの早期発見の検診を実施するにはお金が必要
です。そのお金を借金で調達します。NPO法人が借金をします。その投資家に対しては利
息を払います。そうすると、ここで15のお金がかかったとしても、50に減っているので、全体
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としては35の行政コストが浮くということになります。ここの活動資金を、ボンドという、国
債や地方債のような債券を発行してお金を借ります。それでそのリターンを提供しますとい
うことです。このソーシャル・インパクト・ボンドはイギリスから出てきて、日本でも徐々に取
り上げられつつあります。次の図は経済産業省のプレゼンテーションから抜粋している図で

すが、こういうものが最近登場してい
ます。
　クラウドファンディングやふるさと
納税が、新たなプロジェクトを始める
ときの資金調達手段であれば、こっ
ちのソーシャル・インパクト・ボンドと
いうのは、既にかかっている行政コス
トの削減手段、そのための資金調達
手段とご理解ください。それは、先ほ
どの、海外ではどうですかということ
の一つの事例です。

（Ｑ19）環境だとESCOというのがあるのです。大阪府などはやっているのですが、大阪府
は結構、建物が古いのです。空調機器など、ファンドの資金を使っていました。業者さんの
お金で新しい空調やLEDに換えるのです。その分コストが半分以下になっています。そのう
ちの事業者が最初に出した部分をそこから返すということです。そうすると行政のコストを
出すことなしにクーラーが入れ替わります。コストはここから減った分の半分は業者が出し、
半分は行政が出すのです。

　似ています。これはあくまでも参考です。こういうもののご関心が高ければ12回の研究会
のうち、１回ぐらいはこういうことを議論するところがあってもいいかもしれません。ざっと
皆さんの自己紹介を見ると、社会保障やそちらの方のご担当の方がそれほど多くはなさそ
うで、ひとかたかふたかた、財務部の方がいらっしゃったと思いますが、それもどちらかと
いえば歳出ではなくて、歳入の方だったと思います。どちらかというと歳出を減らすための
ものです。
　日本では事例がまだほとんどありませんが、いろいろなところで検討されています。一方
で、神戸市と東京の八王子市がソーシャル・インパクト・ボンドで行政課題を解決していくと
いうので、予算を通したかどうかという状況になっています。それで、今後、徐々に出てくる
かもしれませんが、そういう動きがありますという、関連したことへの話題提供です。以上
で、私の講演を終了いたします。
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公開講座
　「地域活性の起爆剤！
　　　～先進事例から学ぶ
　　　　　クラウドファンディングセミナー～」

開催日：平成29年６月22日
会　場：マッセOSAKA　５階　大ホール
講　師：FAAVO大阪
　　　　株式会社NFL販売営業部　マネージャー　酒匂　雄二 氏
　　　　福井県鯖江市政策経営部財務政策課
　　　　　　　　　　　　　　　　　 参事・GL　今川　泰夫 氏

２．第２回「クラウドファンディングによる地域活性化研究会」
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クラウドファンディングとは
　よろしくお願いします。今日はお暑い中、お集まりいただきましてありがとうございます。
最初に30～40人ぐらいではないかと伺っていましたが、今日は80名ぐらいということで、ク
ラウドファンディングへの関心度が高まっていることをすごく嬉しく思います。
　クラウドファンディングは、長い片仮名の名前なのでちょっと取っつきにくいというところ
もおありかもしれないですが、クラウドファンディングという名前が新しいだけで、形式とし
ては日本でも古来からあるものです。すぐ横の大阪城などもそうです。関市長が再建しよう
ということで、大阪の皆さんから寄付を募って大阪城を再建しました。これもクラウドファ
ンディングかと思います。アメリカでは自由の女神がフランスから贈呈されたとき、台座がな
くて、その台座を住民の積み立てで作りました。これもクラウドファンディングではないかと
思います。あるいは、盆踊りのちょうちんなどもそうです。地元の企業さんがお金を出されて、
ちょうちんを彩ってお祭りを華やかにすることがあります。名前こそ新しいですが、実は日
本では昔からあるものだという形で、ちょっと敷居を下げて聞いていただければと思います。
　今日、私の後に登壇いただく今川参事の福井県鯖江市に、昨年秋に私どもが招かれて講
演をしました。全国から200人ぐらいいらっしゃって、すごく熱い大会でした。鯖江市は人口
は６万9,000人ぐらいです。私は生まれも育ちも吹田市なのですが、その規模感にすごく圧
倒されました。鯖江市は、資料にもありますが、７万人弱の町で30件近くのプロジェクトを
全て達成して、3,000万円以上の資金調達を町でされているのです。私はこのことにすごく

講演①
「地域と人をつなげるFAAVO大阪の地域支援」

講師：FAAVO大阪 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
株式会社NFL販売営業部　マネジャー　 酒匂　雄二 氏

講師プロフィール

　ネット通販会社、ゲーム会社を経て紳士礼服メーカー小売（タキシード・燕尾
服）の株式会社NFLに入社。SNSの活用により広告費を９割削減し、自社店舗
の売上を２年で４倍に。自社の成功事例を共有するべく異業種交流会「まちカ
レッジ」設立。関西を中心に約80社が参加するブログポータルサイト「まちブ
ログ」を運営。
　また、大阪地域密着型クラウドファンディング「FAAVO大阪」の設立から参
画、これまでに5,000万円以上の資金調達の支援をしている。自らも起案し７件
全てのプロジェクトで700万円の資金調達に成功。
【主なメディア出演】
NHK「ニュースほっと関西」、毎日放送「せやねん！」
読売新聞、産経新聞、南日本新聞、信濃毎日新聞、大阪日日新聞など多数
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衝撃を受けて帰ってきて、吹田市の後藤市長に、「市長、話を聞いて」ということでメッセー
ジを送ったのです。
　面白そうな内容なので後藤市長に出ていただいていますが、私は何度か市役所にもお伺
いして、まだなかなか吹田市は実働のプロジェクトはないのですが、今日は吹田市の職員の
方も数名いらっしゃっているということなので、ぜひ後藤市長に、「やらなあかんですよ」と
言っていただければと思います。

弊社の概要
　弊社のご紹介をいただきましたが、弊社はもともとこの道を渡った谷町でスーツを作って
いる会社です。バブルの良きも憂き目も見たのですが、今の代表がインターネットを使って
会社を立て直してきました。それはまだ楽天市場ができたころで、三木谷さんに直接お会い
できた時代だと伺っています。そこからインターネットを活用してお客さまとの交流のために
ブログを始めてTwitterを始めて、Facebookを始めて、大阪の中小企業を応援するブログ
サイトを立ち上げて、FAAVOを３年前に始めた次第です。このインターネットを活用、ソー
シャルメディアを活用というのが、クラウドファンディングにも大変密接に関わってきたとい
うことです。弊社は本業だったスーツの事業を再興するためにSNSを使い、そして今クラウ
ドファンディングを盛り上げるためにもSNSを使っている感じです。
　弊社は、NFLという会社名で、フォーマル専門店ノービアノービオという屋号で大阪と東
京とインターネットでお店をしているのですが、ノービアノービオを知っていますか、もしくは
ノービアノービオでスーツを作ったことがあるという方はいらっしゃいますか。何名かいらっ
しゃいますね。認知度は１％ぐらいでしょうか。
　そのノービアノービオがどんなことをしたかというと、そんな小さな町工場、谷町にある小
さな小さな、職員が十何人ぐらいの町工場ですが、「嵐」のタキシードを作らせていただい
たのは弊社です。無名な町工場がソーシャルメディアを使うことによって、日本国民が知ら
ない人はいないであろう嵐の衣装を作らせてもらうようなチャンスがあるというのがネット
の面白いところかと思います。
　最近では、弊社はいろいろなタレントさんに衣装提供をしてきました。俳優の玉木宏さん
や佐藤浩市さん、声優の山寺宏一さんです。
　最近、「インフルエンサー」という言葉があります。これは拡散力・影響力がある人たちと
いう意味です。弊社の場合は衣装提供でご縁を頂いた皆さまなのですが、こういった方々
は地域でもいらっしゃいますね。地域の名物の商店主のおやじさんや、自治会の会長さん
など、そういう影響力のある方をどれだけ巻き込んでいるかというのがクラウドファンディン
グの不可欠なスポンサーになるということを冒頭にご説明したいと思います。
　今、クラウドファンディングを初めて聞くということで３分の１ぐらいの方が挙手いただき
ましたが、今日の時点でYahoo！ニュースの記事の検索欄に「クラウドファンディング」と入
れると、大体1,100件の記事があります。もうこれくらい普通になってきているのです。ちな
みに、日本に楽天市場さんができてちょうど20年になりますが、これはインターネット通販
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関連の記事にほぼ匹敵しています。日本でクラウドファンディングが大変盛り上がりを見せ
てきたのは、2011年の東日本大震災後です。復興支援という形でクラウドファンディングが
広がりました。まだ６年ぐらいなのです。その６年ぐらいのクラウドファンディングが、もう20
年のインターネット通販と情報量をほぼ匹敵するぐらいの成長度合いを見せているという感
じになります。
　弊社が大阪でクラウドファンディングを始めた年、とあるシンクタンクさんの試算では、日
本におけるクラウドファンディングは197億円ぐらいで、2015年には283億円になるだろうと
出ていました。ところが、実際に終わってみると、2015年は363億円、2016年は477億円ぐら
いです。上半期が終わった時点で今年の試算がちらっと出ていたのですが、大体580数億
円ぐらいではないかと言われています。しかし、これもクラウドファンディングの先進国のア
メリカなどとの市場規模と比べると、日本はここでようやく半分だと言われています。大体日
本の経済規模だと950億円～1,000億円ぐらいがクラウドファンディングの一定の成熟市場
ではないかという話も出ていました。
　私のプロフィールは先ほどご紹介いただいたので、また読んでいただければと思います。
弊社はとにかくメディアを使うということ、ネットと本当のメディアをつなげるということを
やってきました。私自身もテレビ番組などに大変出させていただいたりしているのですが、
毎日放送の「せやねん！」という番組で、月１回、町の中小企業の社長を特集するコーナー
があり、そこに弊社の代表が出演しました。「『ブログを書いたら？』と言われてブログを書
いたら売り上げが４倍になったのです」と語っていますが、これがソーシャルメディアの弊
社の最初の気付きだったのです。自分たちで発信すると売り上げが伸びる。これを資金調
達にも生かしてきたのです。
　こういうきっかけがあって、私自身
も大変人生が変わりました。特にクラ
ウドファンディングを始めてから本当
にたくさんのメディアに出させていた
だきました。２週間前はフジテレビさ
んのウェブ番組に、「のだめカンター
ビレ」の玉木さんが着たフジテレビつ
ながりのえんび服を着て出させてい
ただきました。
　最近では、弊社は山寺宏一さんの
事務所さんと大変仲良くなり、若手のタレントさんが弊社のお店に来てはTwitterでつぶや
いてくれるのです。一般的に有名な方がインフルエンサーになるかというと、そういうことで
はない。一部に熱狂的なファンがいらっしゃればこういうことが起こり得るのです。これが
インターネットの面白いところで、クラウドファンディングの火付け役になる可能性があるの
です。私が出会ったとき、彼らは本当に無名の新人でした。けれども、今はどんどん人気に
なってきています。有名人を巻き込まなければいけないというわけではなくて、インフルエ
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ンサーは本当にどういう形で現れるか分からないというのが、今の世の中の面白いところ
かなと思っています。
　私がお手伝いをした例を挙げますと、Twitterで商品を探しているお客さんがいたので、
「うちのお店に商品がありますよということをつぶやいてください、お客さんに問いかけてく
ださい」というやりとりだけで、お客さんがお店のことを知り、お店に現れ、商品を購入され
ました。「当店にございますよ」というたった10文字で、20万円の売り上げを作ったのです。
これが本当にTwitterのマーケティングの面白いところです。クラウドファンディングを広げ
ることです。
　日本全国にその町とご縁があった方が散らばっています。そういった方たちをインター
ネットでつなげて支援に結び付ける。ふるさと納税の話がありましたが、まさにそれだと思
います。そういった方々の中でも特にふるさと納税は割と40代50代の方が多いですが、そ
こに至っていない20代30代の方をソーシャルメディアで捕まえて支援者に取り込んでいく
のがクラウドファンディングの特に面白いところではないかと考えています。

弊社とクラウドファンディングのこれまで
　弊社は大阪の谷町でスーツメーカーとして起業し、今年で65年になります。クラウドファ
ンディングで今までさまざまなプラットフォームを使いながら、2,300万円以上の資金調達に
成功してきました。年商数億円の会社が融資ではなく、借金ではなくて、これだけの資金調
達を２年ぐらいでする。これが本当にクラウドファンディングのすごいところではないかと思
います。皆さまは市町村の職員でいらっしゃると思いますが、これを町に置き換えても、恐
らく予算取りがうまくいかなくて、待つのにも困っているという案件を結構目にしてきている
と思います。そういった地元の団体や商店街の皆さんがクラウドファンディングにチャレン
ジするようなお手伝いをぜひ一緒にしていただければと思っています。
　FAAVO大阪は、大阪に地域密着型でやってきたクラウドファンディングで、2014年の３
月にスタートし、今年の５月末までに129件のプロジェクトを立ち上げ、97件を成功させてき
ました。達成率は75％です。これは全国的に見ても高い方だと思います。ただし、達成額は
小さいです。何百万という案件はそんなに出ていません。ではなぜ私たちは高い達成率を
誇っているかというと、地域の方 と々密接に結び付いて地元の課題解決、地域で困っている
方々を助けるプロジェクトに特化しているからです。その97件の総額は5,500万円ぐらいで、
１件当たりは58万円ぐらいになっています。ですから、お一人から大体１万円で50～60人の
支援をするプロジェクトというのが、今のところFAAVO大阪では達成しやすい傾向にある
ということです。
　この活動を認めていただき、大阪府の環境農林水産部さんと分野提携を最初に結ばせ
ていただきました。その後に住之江区さんと連携を果たし、昨年10月に中央区長の田畑区
長が港区長時代に港区とも連携を果たしてきました。私たちは本当に地元の皆さんと一緒
に歩んでいるクラウドファンディングのプラットフォームであるということです。
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クラウドファンディングの仕組み
　クラウドファンディングを初めて聞かれる方が多いので、その図式をご紹介します。登場
人物は大きく分けて３人出てきます。まず、資金を集めたい方です。これは実行者、起案者、
プレーヤーなど、いろいろな言い方をしますが、お金を集めたいわけです。そして、私たちの
ようなクラウドファンディング運営会社、プラットフォームのホームページを提供する会社が
あります。そして、資金の出し手となる支援者、これはサポーターという言い方もありますが、
この方たちがクラウドです。私もクラウドファンディングを始めるときに、クラウドとは雲のク
ラウド、クラウドコンピューティングなどと思っていたのですが、そうではなくて、不特定多
数とか群衆などという意味のクラウドです。少しつづりが違うのですが、その不特定多数の
群衆、たくさんの人たちによって資金を募るファンドという造語です。
　起案したい人が、まずアイデアをわれわれのところに持ち寄っていただきます。当然、実
行不可能なもの、実現不可能なもの、製造不可能なものはクラウドファンディングに載せら
れませんので、われわれやFAAVOを運営している会社、ときには顧問弁護士さんにも入っ
ていただいてプロジェクトを精査します。そして、ページ掲載になると、そのページを見て資
金の出し手となるサポーターさんがお金を出し、成功した場合には手数料を引いて出資金
をプロジェクトリーダーの方にお渡しするという図式になります。その対価としてリターンと
呼ばれる、ふるさと納税でいう返礼品ですが、商品や特典や権利など、いろいろな形でお
返しするインターネット通販型のクラウドファンディングサービスです。このような形で、本当
にこういうことをやりたいとか、こういうことをやりたいですというアイデア、サービス、商品
づくりに対して、「じゃあ、それに一口乗ったわ」というお礼で商品を受け取る。本当にふる

さと納税とインターネット通販を足し
て２で割ったような感じだと思っても
らえると、何となくイメージはつきや
すいのではないかと思います。
　クラウドファンディングの流れです。
最長80日間走れますが、大体1.5か月
ぐらいでされる方が多いです。先にま
ず面談をして、そこから、こんなこと
をしたい、あんなことをしたいと、プ
ロジェクトシートという原稿を作って
いただきます。昨日は、四天王寺大学

の先生から、能勢町で幻の唐辛子を栽培したい、そういったことをクラウドファンディング
にしたいというプロジェクトシートが届きました。それをわれわれの方で精査させていただ
いて、そこからページを作っていくという感じです。Facebook上での連絡を推奨しています
が、これはインターネットで資金を募るものになるので、何かしらインターネットのツールを
使っていただくことが前提になります。
　この中でなぜFacebookを推奨しているかというと、Facebookは割とリアルなお友達で
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つながっていることが多いからです。友達の友達という形で火を付けていくというのがク
ラウドファンディングの手法としてはテッパンになっていますので、Facebook上でまず連
絡、やり取りをしていきます。そこでページができて早い人だと２週間ぐらいでページができ
るケースがありますそしてファンディングという資金を調達する期間になります。ここで当然
SNSの拡散があり、メディアに対してリリースを打ったりしてリアルの活動をしていく感じで
す。私は実は昨日、東京にいて、自社のプロジェクトを新聞社さんに取材いただいたのです
が、それもプレスリリースです。このメディアに乗ってSNSで拡散されて、それがどんどんど
んどん雪だるま式に大きくなっていくという感じです。最近私たちのFAAVOでは広島エリ
アに立ち上がったプロジェクトが大変話題になっています。かつて広島東洋カープに炎のス
トッパーとして在籍していた津田恒美投手の息子さんが、お父さんの津田恒実さんの記念
館を造りたいということでクラウドファンディングをしたのです。それをデイリースポーツさ
んが記事にしました。Yahoo！のニュースにもなりました。どんどんスポーツニュースなどで
も取り上げられて、目標の400万円が８時間で集まり、先ほどの昼の時点で1,500万ぐらい集
まったのです。そのような大きな火付けをするときにやはりメディアはとても重要になる形に
なります。
　クラウドファンディングは、オール・インという全て手に入る方式と、オール・オア・ナッシ
ングという、達成しなければ返金処理をされるというのがあります。オール・オア・ナッシン
グ、達成して初めて資金調達が成功するという手法を取った場合は、お金は全てナッシング
という形で返されます。プロジェクトはなしということになります。ですから、金銭的な負担
を強いないということです。この場合はわれわれも一銭も頂かない形になります。成功した
場合のみ、末で締めた翌々５日払いで、手数料を引いた資金を実行者さんにお渡しする形
になります。そして、ここからリターンを返送していくという形になります。
　もう少し分かりやすくまとめます。購入型クラウドファンディングという形式を取っていま
す。手法は二つあります。オール・インとオール・オア・ナッシング方式です。どちらも一応目
標金額何万円を何日で集めますというふうに、宣誓してスタートします。この目標金額は変
えられません。募集期間も変えられません。ただし、目標金額を100％以上超える分に関し
てはオーケーという形になります。オール・インの場合は調達額が全て支払われます。例え
ば100万円の目標で50万円集まりました。その場合は50万円がお支払いされます。オール・

オア・ナッシングの場合は、100万円で50万円の場合はナッシング
で、全て出資者に戻される形になります。選び方は、例えば地域の
祭りをするのに100万円要る。50万円集まりました。オール・イン
の場合は50万円でことを成さなければならないので、それでもし
実行不可能な祭りであれば選ぶべきではない。それはオール・オ
ア・ナッシングで進むという形になります。いずれもわれわれプラッ
トフォームは手数料として、達成額の20％を成功報酬として頂くと
いう形になります。この中にはシステム利用料やカード手数料など
もろもろが含まれています。
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　そして返礼品を用意いただくのが、この購入型クラウドファンディングの特徴です。１口
幾ら、２口幾らという形の支援額に応じたお返しがプレーヤーさん、実行者さんからサポー
ター（支援者）さんに提供されるという形になります。ふるさと納税とほぼ同じような仕組
みです。

弊社がクラウドファンディングを始めた理由
　なぜスーツ屋がクラウドファンディングを始めたかということですが、最初に思いついた
のは型紙ファンドです。スーツの型紙は、皆さんも多分普段スーツを着られている方が多い
と思いますが、男性のスーツはＳ、Ｍ、Ｌではないですね。Ａの５とか、ABの６とか、体形掛
ける身長に合わせて、３、４、５、６、７、８とあるのです。Ｙ体、Ａ体、AB体、Ｂ体となると、
型紙は20パターンぐらい作らないと仕事にならないのです。これを作るのに大体60万円ぐ
らいかかるのです。でも、中小企業はなかなか新規のお金を出すのは大変です。銀行さん
もなかなか貸してくれません。ベンチャーキャピタルも、投資家の人たちも、「いやー。最近
スーツを着ませんしね」という感じで渋られます。その中でわれわれは、お店にいる優良顧
客さんたちに１口５万円で出資をしていただき、12口ぐらい集めて型紙を作り、スーツをお
返しして、新商品開発をしようとしたわけです。弊社は卸売もしていますので、卸売で仕事
を始めようとすると、大体その店舗掛けるサイズなので、下手すると40～50着のスーツの在
庫を持たないといけない。これを最初は全て中小企業は持ち出しをしないといけないので、
大変です。だから、先にここで支援いただこうということをいろいろなところにお話ししてい
ると、IT企業の方からも、「それ、クラウドファンディングにできますよ」と教えていただいて、
2013年の夏から準備をして、2014年の春にリリースしたということです。元 ス々ーツメーカー
として、弊社がクラウドファンディングでスーツの型紙の資金を集めたかったというのが始ま
りになります。
　今は大変メディアにも取り上げていただくようになり、昨年８月は朝日放送の夕方の
ニュース「キャスト」で取り上げていただきました。ポケモンGOを楽しむ親子として登場し
ているのがうちの代表ですが、代表ではなくて、右下の写真の彼がクラウドファンディング
にチャレンジをしたのです。「ポケモン探しに自転車タクシーはいかがですか」ということで、
彼は今、天保山、築港エリア、海遊館の周りを自転車タクシーで走ります。彼は大阪市コミニ
ティー協会というまちづくりの組織の職員さんなのですが、天保山エリアは観光客が海遊
館に行き、そのまま地下鉄に乗って梅田や難波に逃げてしまう。天保山エリアには観光資
源がいっぱいあるのにお金が落ちていないのはもったいないということで、海遊館の前で
お客さんを捕まえて、天保山を回遊させて観光案内を始めたのです。そのために自転車タク
シーを買うお金をクラウドファンディングしました。昨年の３月にクラウドファンディングで63
万円を調達して自転車タクシーを購入しました。
　その活動が朝日放送さんの目に止まって、６月に一度、キャストで取り上げていただきまし
た。彼がすごくラッキーだったのは、去年の７月にポケモンGOがリリースされて、天保山か
いわいはすごく珍しいポケモンが出るということを聞きつけて、彼は暑い真夏にその自転車
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タクシーに乗りながら、ポケモンGOをしませんかというサービスをTwitterでつぶやいたら、
これがどんどん拡散されて、リツイートされて、日本で最大規模のインターネットメディアの
ねとらぼ、月間で5,000万ページビューあるサイトに載りました。これがどんどん拡散されて
Yahoo！に載り、「日経トレンディ」に載り、NHKの夕方のニュースでも取り上げられたので
す。
　今は国内メーカーからモニターの依頼があったりして、「２台目もやったらいいやん」とい
う話を今彼としているのですが、本当に彼はクラウドファンディングを教科書のように使っ
ていただいたと思います。地域の問題解決、課題解決にクラウドファンディングを使い、そ
れで手に入れたものを使ってトレンドを組み合わせてインターネットを組み合わせながら、
どんどん活躍の舞台を広げたのです。今だともう大阪府を飛び越えて、いろいろな地域のイ
ベントに自転車タクシーで呼ばれることもさまざまです。クラウドファンディングは本当に最
初のきっかけ、スタートに使っていただくものとして、すごく有効なのかなと思います。

100件の実績からひも解く傾向と対策
　今までFAAVO大阪では130件ぐらいの案件をお手伝いしてきましたが、幾つかその中
の事例をご紹介したいと思います。現時点でわれわれのFAAVO大阪で最高調達額は280
万円です。大正13年から続く日本で唯一のランプ屋さんの５代目の女性職人が、守りたいと
いうことでやりました。ちなみに、大阪に日本で唯一のランプ工場があると皆さんはご存じ
でしたか。僕も今回をこれで初めて知りました。
　こういうものが大阪にはたくさん眠っているというのを、私自身もクラウドファンディング
を始めてすごく出会うことが多くなりました。彼女は今28歳ぐらいですが、大正時代から続
くランプ工場の金型が傷んで、修復しないともうランプが作れないので、その金型の修復代
として約250万円調達したのですが、280万3,000円、全国から61人の支援者が集まり、金
型を修復して今、新しいランプづくりに励んでいます。
　淀川の花火大会は今天神祭と一緒になっている水都祭です。昔、淀川で７月の頭に天神
祭とは別に花火大会があったことを覚えていらっしゃる方も多いと思うのですが、それを復
活させたいということで、イベント費を集めました。209万5,000円です。たかが花火大会を
やりたいというクラウドファンディングに、167人が賛同して200万円集まりました。これがク
ラウドファンディングのすごく面白いところかと思います。
　終わった直後は花火の写真が付いていたのですが、反響があり過ぎて、地元の警察署
からクレームが入ったのです。問い合わせが殺到したのです。「花火大会をクラウドファン
ディングで達成してやるみたいだけど、いつやるのですか」みたいなことが地元の警察署に
たくさん問い合わせが入ったということで、地元の警察署側から、イメージをもう少し静か
なものにしてというお達しが入ってこのような写真になったのです。
　FAAVO大阪ではその他、このような事例が今までにあります。本当に町に根ざしたもの
です。いろいろな地域から出ています。本当にさまざまな感じです。未来の和菓子職人を育
成する和菓子甲子園は３年連続クラウドファンディングを使っていただいているのですが、
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これは地元の大阪の和菓子職人さんが組合でやっている和菓子甲子園です。全国から毎
年夏休みに決勝大会を開くので来るのですが、有名な私立学校などは学校が渡航費用を出
すそうなのです。でも公立高校などは出してくれないのです。これは結構鹿児島や北海道の
高校生が決勝に来るのに断念しているということで、この資金で大阪に高校生を招待する
ことをやったりしました。
　茨木の竹灯籠祭りなども、もう２回ぐらいさせていただいています。手入れが行き届いて
いない竹が生えすぎて竹害になっているということを知ってほしいということで、茨木の
河原に竹灯籠を並べて竹灯籠を祭りをするという行事です。住ノ江区さんでは、路面電車
の沿線でバルを開催しました。本当にFAAVO大阪では、割と地域のお祭り、イベント系が
たくさん実行されています。皆さんの市区町村で、「あのお祭りは何か大変そうだな」とか、
「相談が来ているな」とか、そういうことがあれば、ぜひご相談いただければと思います。

商工会議所のワークショップがきっかけでスタートした案件
　私たちは毎年大阪商工会議所さんでもセミナーをさせていただいているのですが、おと
としのワークショップからスタートした案件がありました。「Stop痴漢バッジ」ということで、
最近は痴漢のえん罪報道や線路を逃げていったとか、悲しいことに線路に出ていったら電
車にひかれて亡くなってしまったというような報道がたくさんあって、再びこのプロジェクト
が注目を浴びています。毎日通学するときに痴漢をされて泣いている女の子のお母さんが
痴漢は犯罪やというバッジを付けて、「泣き寝入りさせへん」ということをやっていたら、周
りのお友達が集まって、ぜひこれをクラウドファンディングしたいということで商工会議所
の勉強会に来ていただいて実行になりました。
　このプロジェクトは、瞬く間にインターネットでも拡散されて反響多数になりました。フジ
テレビ、NHK、国外のインターネット、イギリスや韓国のメディアもこのことを報じてください
ました。その中で埼玉県警の鉄道隊、この後に兵庫県警の鉄道隊も公式に応援コメントを
出してどんどん巻き込んでいったのです。このプロジェクトは２週間余りで25のメディアに
掲載されました。そして、ラッキーなことに、このプロジェクトもインフルエンサーが現れた
のです。コピーライターの糸井重里さんがたまたまTwitterでこのプロジェクトを見掛けて拡
散してくださったことにより、残りの３日間で90万円ぐらい支援額が増えました。
　クラウドファンディングは、手数料が20％という話をすると、「何で50～60万のお金のた
めに20％の手数料を払ってプロジェクトをせなあかんねん」と言われることが時々あります
が、このようなインフルエンサーの方の目に留まったりメディアに留まり、全国的に拡散され
て大きくなっていくというのがクラウドファンディングの特徴です。融資であれば、銀行の
担当者さんと小さい部屋で話して、「はい、はい」という形で終わったりして、自分たちが何
をしたいかということを誰にも聞いていただけないことがたくさんあると思います。しかし、
クラウドファンディングはそれをインターネットに公開して、「こういう地域の問題があるよ」
「こういうことをしたい」「こういうふうにして町をよくしたい」と発表することによって、全国
に広げることができるということです。
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真田幸村スーツ
　弊社が大阪のスーツメーカーとして最初にチャレンジしたのが、2014年に作った真田幸村
スーツです。2014年は大坂の陣400年イベントで、大阪はたくさんイベントがありました。弊
社もすぐそこです。大阪城の敷地内です。そういうところに半世紀以上ずっとスーツメーカー
がある。でも、今スーツ産業は斜陽産業である。そこを何とか盛り上げたいということで大
坂の陣のヒーロー、真田幸村をイメージしたスーツを作るというプロジェクトをしました。
　このプロジェクトも瞬く間にメディアでも取り上げていただき、昨年は特に「真田丸」の
放送もあったので、メディアにはたくさんご紹介いただきました。クラウドファンディングは
終わっているのに取り上げてもらえるというのは、先ほどの自転車タクシーの例もそうです
し、われわれの幸村スーツもそうです。これは「『真田丸』にうまくあやかったね」と言われ
たりするのですが、実は「真田丸」が決まる前から進んでいたので、本当にラッキーでもあ
りました。自転車タクシーの彼も、３月にやったから偶然ポケモンのリリースに間に合って
ラッキーだったのですが、弊社もやっていたら「真田丸」が決まったという形なので、本当に
「いつやるか」「先にやる」ということです。これがとても大事ではないかと思います。
　このプロジェクトは、大変取り上げられて目立ったために、アンチというのも湧き、いろい
ろと文句も言われました。「誰の許可を取ってやってんねん」とか、「六文銭付けて幸村スー
ツとかちょろいことやってんのう」とか言われました。
　このプロジェクトのアンチの流れが一つ止まったきっかけが、内閣府の地方創生推進室
のふるさと投資連絡会議の成功事例として掲載いただいたことです。今も内閣府のページ
に載っているのですが、この内閣府のホームページに載ったことによってアンチの流れが止
まりました。そしてさらに、真田幸村のご子孫、14代目が都内にいらっしゃるのですが、こ
れもまたご縁を頂いて、一筆したためていただきました。いわば真田家公認を手に入れたの
です。弊社が日本で最初にこのお墨付きを頂いたことによって、もうこれはどんな競合他社
さんもまねができないということになりました。私たちも最初に幸村スーツをやったので、真
田家の公認を頂いたという感じになりました。
　誰が最初にやるかということをインターネットでオープンにするということがクラウドファ
ンディングのすごいところだと思います。逆に、パクリの問題などもあるので、当然、弁理士
さんなどを入れて商標の確認や、場合によっては商標の手続きもクラウドファンディングの
資金調達に入れたり、そういうことも必要になってくるかと思っています。
　支援者の方がプレーヤーとなる。起案者の私が「幸村スーツを作りたいです」と最初に
お願いするのは第一支援者の知人、家族、友人です。これがFacebookでつながっている
ことが多くあると思います。こういう見返り不要な応援、「おまえが言うんだったらしゃあな
いな」というような感じでやっていくわけです。この方たちがだんだんSNSなどに投稿して、
「知り合いがやっているからちょっと見たって」ということになります。この方たちと私とは
縁がありませんので、当然ネットで言いたくなる、「これいいやん」と思えるような返礼品が
必要になってくると思います。
　そしてメディアに載り、拡散されることによって、このクラウドと呼ばれるたくさんの人た
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ちを捕まえにいくのがクラウドファンディングの醍醐味です。一人ですとこれが１セットしか
ないものですから、やはりここをチームにして地元の自治会、市役所を巻き込む、区役所も
巻き込むという形で地域のお祭りなどもどんどん拡散をしてきました。
　幸村スーツのプロジェクトは私と直接面識のある方からの支援は46万7,000円で、友達の
友達が27万円です。ここでわずかまだ70万円ぐらいしか集まっていないのです。しかし、こ
れがインターネットで拡散されたことによって私と縁もゆかりもないクラウドと呼ばれる不
特定多数の方が一番資金を出してくださいます。この方たちを捕まえにいくためにはイン
ターネットは非常に最適のツールです。
　大阪発の大阪のヒーロー幸村を取り上げたプロジェクトですので、当然この支援率は半
分大阪なのですが、お隣の兵庫県や、関東の東京、千葉、神奈川、遠くは長崎や宮崎からも
支援を頂きました。

武将スーツ
　この武将スーツというのは、第２弾、第３弾と続いていくのですが、今現状一番遠い支援
者の中では夕張市の方です。夕張市の方などは、僕は縁もゆかりもないのですが、その方は
何回も支援くださるのです。もしかするとその夕張の方は、昔、大阪に住んでいらっしゃった
方かもしれません。幸村のファンだったのかもしれません。いろいろなことがありますが、そ
ういう全く縁もゆかりもなかった地域の方からご縁を頂いて、いろいろな可能性のご縁を拾
えるのが面白いところかなと思います。その知人と面識がない方の比率というのは大体３対
７ぐらいになります。ここをいかに素早く捕まえて、この面識がないクラウドと呼ばれる方た
ちをチームで捕まえにいくことがすごく重要になってくるかと思います。

ほぼ同日公開のプロジェクトの明暗
　このスライドは、どちらも大阪でのイベントのクラウドファンディングの例です。ほぼ同じ
日に公開をして、１週間後のデータです。こちらは3,000人も見にきて1,900人が3,000回見
にきました。一人当たり２回、３回見
にくるのです。Facebookでも拡散さ
れて達成率が１週間後には55％に
なっていました。一方でこちらは、ア
クセス数は伸び悩んで０％です。上
は最終的に140％くらい達成しました。
下は10％ぐらいで失敗してしまいまし
た。いかにインターネットでアクセスを
増やすことが大事かということになり
ます。
　では、プロジェクトとして、下のプロ
ジェクトが全然駄目だったかというと、そうでもないのです。これは、どちらも子どもたちの
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サッカー大会を開きたいというイベントのクラウドファンディングだったのですが、実はお返
しとしては下のプロジェクトの方が豪華でした。どういったものがあるかというと、日本代表
の現役サッカー選手のサイン入りグッズがあったのです。サッカーが好きな方であれば欲し
いですよね。でも、誰も拡散しなかったが故に集まらなかったのです。結構有名人を巻き込
めば簡単に成功すると思われたりするのですが、意外とそうでもないです。やはり、足で稼
ぐことがすごく大事になります。

ほぼ同じようにスタートしたイベント系プロジェクト
　一方でこういうこともありました。次のスライドも同じく大阪でのお祭りのイベントでした。
ほぼ同じようにスタートしたのですが、アクセス数がすごく対照的です。これはどちらが達
成したかというと、実はどちらも達成しました。なぜかというと、戦略が明確にあったので
す。上の案件は関係者が８割でした。もともと続いているお祭りだったので、予算組みは自
治会の方でできているのです。でも、こういうお祭りをやっていると知ってもらいたい。来て
ほしい。もともとその地元にいた人が遠く離れた方々に思い出してほしい。ふるさと納税の
ような形で支援してほしいという動き
を見せて、２割の支援を新たに取り
付けて成功しました。
　一方、下の方は初めての祭りだっ
たのでなかなか資金が集まるかが
不透明だったのです。とにかくネット
で拡散して、チーム戦でFacebookや
Twitterを使って広げて達成しました。
結果、下は関係者による支援は１割で、
全く縁もゆかりもない方から９割の支
援を取り付けました。
　ですから、ネットを使わなければいけない。メディアクラウドファンディングではあるので
すが、足である程度稼げればそのホームページを着地点として支援を集めることはできる
ということになります。

クラウドファンディングの必達の鍵は巻き込み力
　クラウドファンディングの必達の鍵は巻き込み力にあるということです。今日お越しいた
だいた皆さんは、大阪府の地元でお仕事をされているいろいろな方とつながっていると思
います。そういった方々を、みんなとにかく巻き込んでいって、大きな雪だるまにしていくこ
とは、私たちは行政の皆さんと連携をしていて本当にありました。先週は生野区役所で区
役所の皆さんと勉強会をさせていただきました。「15人ぐらい集まったら成功ですよ」と僕
は言っていました。ふたを開けたら53人ぐらい来ていたのです。区役所の方たちが足でいろ
いろなところに宣伝をしてくださって、いろいろなところから人が集まって、生野区からも多

1
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分、３～４件ぐらいはプロジェクトが立ち上がるのではないかという収穫、手応えがありまし
た。皆さんも「町でこういうことがある」「困っている」ということがあったら、ぜひわれわれ
にお声掛けいただければと思います。
　岐阜県でこういった例がありました。私は２月に関市さんと、各務原市さんと、美濃加茂
市さんの３市合同のクラウドファンディングのセミナーに呼んでいただきました。そのときに
参加されていたのが、長良川のアユの漁師さんです。彼の上の先輩は60代で、60代の先輩
と彼しかいないのです。昔ながらの網で取る手法の人が全然いないのです。彼はプロジェク
トを始めて８時間で目標の50万円を達成して、今はもう二百十何％で、百十何万円集まって
います。彼は最初は一人でやろうとしていたのですが、とにかく地元の方を巻き込みました。
　起案者プロフィルには「ゆいのふねクルー」と書かれています。もともと平工顕太郎君と
いう若い漁師さんが一人でやろうとしたのですが、一人では無理ということで、クラウドファ
ンディングを航海に見立てて、航海に臨む船に例えて、その乗組員を募集したのです。すご
くいろいろな方がいます。鵜飼愛好家、水族館職員、リバーガイド、かと思えば、主婦、庭師、
栄養士がいます。こういった地元のいろいろな方を巻き込んで一つの船に見立ててスタート
した結果、この人たちが「いっせいのーで」でネットを使って拡散したので８時間で達成し
たのです。こういうふうに地元の方たちの熱い思いが集結すると、クラウドファンディングは
すごいなというのを私もまざまざと見せられました。

武将スーツ第４弾
　弊社の武将スーツが第６弾まで続いていますが、第４弾は「島津義弘スーツ」というのを
やりました。こちらも特注の具材を作る金額50万円に対して113万円集まったのです。こち
らも地元の鹿児島の新聞に載ったりしたのがあったのですが、選挙戦のどぶ板みたいな感
じで鹿児島に最後の２日間は行き、それをページでも訴えたのです。「最後の２日間は鹿児
島に行きます。営業をしに行きます」。すると、それを見ていた鹿児島の人たちが、こそっと
支援をどんどん積み立てていってくれたのです。このプロジェクトは113万円最後に行って
いますが、僕は鹿児島に行った朝は70万円でした。でも帰ってくると40万増えていたのです。
　その中に寄せられたコメントには、武将スーツ第２弾は愛知県で織田信長スーツをやった
のですが、「信長を越えてくれ」というコメントがいっぱいあったのです。「鹿児島の人たち
にとっては島津義弘公はヒーローである。織田信長は全国的に有名だし、実質天下を取っ
た。島津家は天下を取れなかったが、400年越しに織田信長をやっつけられるチャンスだ。
みんな、島津公が織田信長を倒すチャンスなんだ」という形でネットで最後に盛り上がって、
113万円まで押し上げていただきました。
　これを載せていただいた新聞社が、その熱量にまた感激していただき、私が鹿児島に
行ったときにまた取材に来てくださって、終わった後もまた新聞に載りました。クラウドファ
ンディングにチャレンジするとこういうことが本当にまざまざと起こっています。
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資金だけではないクラウドファンディングの可能性
　最近では大阪の福島にあるお好み焼き屋さんの若いオーナーさんがクラウドファンディン
グにチャレンジしました。これは小麦粉アレルギーの方のための玄米粉を使ったお好み焼
きのフルコースを作りたいというプロジェクトでした。20万円の目標に対して20万1000円と
ぎりぎりの達成なのですが、彼は小麦粉アレルギーでお好み焼きを食べられない方のため
に玄米のお好み焼きを作りたい、そして小麦粉アレルギーの人たちの苦しみを知ってほしい
というプロジェクトをやったのです。彼の狙いは資金よりもPRにありました。実際にそのと
おりはまり、日経新聞にカラーで載ったのです。後日、毎日新聞にも掲載されました。今まで
メディアに全く載ったことがない、お店ができて半年ぐらいのオーナーさんが、クラウドファ
ンディングをやっている２か月で新聞に２回載ったのです。こういうことが起こるのがクラウ
ドファンディングの面白さだと感じました。
　「武将スーツをまだやんのか」という話なのですが、第５弾は石田三成をやり、最終的に
は90万円ほど集まりました。実はこのプロジェクトは米原市さんからオファーを頂きました。
武将スーツをずっと続けていることによって「石田三成をやって」というリクエストを頂いた
のです。クラウドファンディングで達成したら石田三成スーツをふるさと納税の返礼品にす
るという取り組みで始まり、実際に90万円集まり、プロジェクトを達成しましたので、今も石
田三成スーツは米原市さんのふるさと納税で手に入れることもできるようになりました。記
者会見をしているおじさんは15代当主です。これも石田三成のご子孫に来ていただき、子
孫公認と言ってメディアに取り上げられました。80以上の媒体に掲載されました。また、歴
史、アイドル、一般の方などがTwitterで拡散してくれたことによってこのプロジェクトは大
変加速しました。
　そして、今日サンプルをお持ちしているのが第６弾で、「上杉謙信スーツ」をやっておりま
す。今日は多分上杉謙信が好きな方はたくさんいらっしゃるのではないかと思って現物をお
持ちしたのですが、この上杉家から公式に拝領した家紋をデジタル化して織ネームにしま
した。「第一義」という文字は上杉謙信直筆の字です。新潟県の上越の織物で、小千谷ち
ぢみを使ったりしています。あとは、謙信といえば毘です。毘沙門の毘です。こういったもの
を拝して使っているのですが、私たちの武将スーツはやみくもにやっているわけではなくて、
ご当地の伝統素材、ご当地の型、そして願わくば、ご子孫に加わっていただくということで、
今クラウドファンディングを進めています。既に達成はしているのですが、昨日も東京で新
潟の新聞社さんに取材いただきまして、引き続き頑張っていきたいと思っております。

クラウドファンディング達成のために
　クラウドファンディング達成のために気を付けていただきたいことをざらっと書き出して
います。SNSはとても大事であるということと、お返し品の設定は１口１％以上になるように
設定したただくのが大事かなと思っています。30万円のプロジェクトで1,000円のコースを用
意すると、３口集まらないと１％になりません。それはなかなか集まるのが大変です。知り合
いの方にお願いすると、「しゃあないな」ということで結構安いところに支援を入れがちな
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ので、そういった形で１口が目標の１％になるように設定するといいかなと思います。
　お願いをすることがとても重要になってきます。地域のコミュニティスペースをつくる
NPOの方などは、普段は寄付をお願いして、要は「お金を下さい」というお願いはなかなか
しづらかったのですが、クラウドファンディングをすることによって、「クラウドファンディン
グをやっているので支援してください」と言うと、すごく支援を募りやすくなったということも
言っていただきました。
　そして、分かりやすさと納得できる資金の用途です。いいことをやっている。懐かしい地
元のお祭りだというような写真や、遠くの人でも「いいな。欲しいな。懐かしいな。町の名産
品だ」と思ってもらえるような返礼品です。そして先ほどからずっとご紹介したような機関の
宣伝活動があって、最後は起案者の熱意もあるので、地元で本当に頑張ろうとしている人
たちを応援したいなと思っていますので、こういう方がいらっしゃればぜひおつなぎいただ
きたいと思います。
　多分皆さんもそうだと思うのですが、インターネットでホームページを見るときはすぐに判
断していると思います。良しあしをじっくり読まないと思います。ですから、多くのクラウドの
方が初見でページを見て、「あ、いいな」とすぐに分かるようかポイントを考えることが大事
ではないかと思っています。
　SNSの中でもYouTubeはすごく有効です。弊社の代表が石田三成に扮したCMは、「武
将スーツ　CM」と検索していただくと出ると思うのですが、これは実は京都太秦の映画の
チームの方が作ってくださいました。これも京都の水戸黄門などを作っていたチームだった
のですが、水戸黄門が放送が打ち切りになった後、昨年の夏に会社が解散してしまいまし
た。時代劇を作っていけない。そこで、「クラウドファンディングで手伝ってもらえませんか」
という相談を頂きました。その中心にいる俳優さんで榎木孝明さんなども、わざわざ大阪に
私を訪ねてきてくださり、「クラウドファンディングで何かできませんか」とお話ししていただ
いたこともありました。その中で、「武将スーツを応援します」ということで、本当にボラン
ティアに近い形で、実際の時代劇で使われる甲冑を身に着けてCMを作っていただいたりし
ました。これも本当にご縁が生んだものかなと思います。
　私の方からは以上となります。Facebookもしていますので、今日ゆっくりお話できなかっ
た方はぜひFacebookでつながっていただいて、「こんな案件があるんだよ」と言っていただ
ければと思います。ご清聴ありがとうございました。
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講演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～」　

講師：鯖江市政策経営部財務政策課　参事・GL　 今川　泰夫 氏

講師プロフィール

　FAAVOさばえ事務局　プロジェクトリーダー
　平成26年12月にFAAVOのエリアオーナーとして「FAAVOさばえ」を立ち上
げた。これは行政が中心となる初めてのケースであった。以来、「FAAVOさば
え」の中心として事業の掘り起こしからアフターフォローまで先頭で動くほか、
問い合わせ等があれば担当職員を任命する。
　Ｈ29年３月までに、25事業をアップし、その全ての事業が目標金額を達成し
ている。総支援金額は2,700万円を超えている。
　また、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本に光を当て、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、クラウドファンディング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）」を立ち上げた。

　皆さん、こんにちは。鯖江市財務政策課の今川と申します。何故財政の担当者がこんな
所で話をするのか不思議に思われる方も多いと思います。私は15年間財政課にいて、本業
は予算の総責任者です。本市の市長は、今４期目に入っているのですが、県の総務部長を
経験していて常々、「お金を持っているところに企画的なアイデアを持った人間を持ってい
くと物事が早く進む」と思っていたのです。私は市長就任より前から財政課にいるので、企
画的なもの、今はシティプロモーションなども行っています。ふるさと納税のＦ×Ｇ（エフバ
イジー）という、先ほど紹介があったクラウドファンディング型のものもあるのですが、本来
のふるさと納税も私どもの課に来まして、今てんやわんやしているという所です。行政でも
こんなことができるのだという意気込みで、普通の自治体とはかなり違ったことも失敗を恐
れず積極的に行っています。
　「意思決定が早い」とよく言われます。クラウドファンディングなども、実はFAAVO大阪
の川辺さんの真田幸村スーツをニュースで福井銀行の職員と一緒に見ていて、「あれ、これ
は面白いな」と思いました。私どもも予算査定という立場でいろいろな要望が上がってきま
す。後で紹介しますが、西山動物園という日本で一番小さい動物園があるのですが、そこの
職員のユニホームがありませんでした。Ｔシャツやポロシャツがなかったのです。その要求
はあったのですが、日本で一番小さくて無料の動物園なのでそこに予算を割くことができ
ずにいました。そこで、「こういうのがあるんだ」と、動物園の職員に「ちょっとこれをやって
みないか」というのが始まりでした。おかげさまで、そこからいろいろと広がり、現在は成功
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事例ということで、こういうふうにクラウドファンディングについて皆さんの前でお話しさせ
ていただく機会も数多く頂くようになりました。
　つながりと言いますと、この靴は実は川辺さんのところの真田幸村シューズです。私はク
ラウドファンディング、FAAVOの話をするときはいつもこれです。私どもの職員も幸村スー
ツや、織田信長スーツを着ています。私もFAAVOで話に行くときはいつも真田幸村シュー
ズです。代表の川辺さんも履かれていると思うのですが、これは非常に履き心地がいいの
で、いろいろなつながりで全国に行って紹介もしております。
　今回は鯖江市の取り組みと、鯖江市の紹介、それとクラウドファンディングの代表的な事
例を中心に、１時間弱、お付き合いいただきたいと思います。

鯖江市の概要
　福井県鯖江市は非常に小さい町で、
人口約７万人、福井県のほぼ中央に
あります。福井県内には17市町ありま
すが、市制施行以来、唯一、人口が
増え続けています。今、福井県も人口
が80万人を切っていますが、それでも
鯖江市だけは唯一人口が増え続けて
います。面積は約85k㎡で、非常に小
さなコンパクトな町です。
　産業としては眼鏡・繊維・漆器を中心としたものづくりの街です。今年からシティープロ
モーションということで、「めがねのまち」を積極的に打ち出して行こうと、「めがねのまちさ
ばえ」というロゴを様々な所で使っています。
　あとは、近松門左衛門が幼少期を過ごしていたといわれる街です。また、幕末に安政の
大獄で名を馳せた間部詮勝という殿様がいました。一時川辺さんに、「間部詮勝という殿
様がいたので、このスーツを作っていただけませんか」と言うと丁重にお断りされたように、
あまり実績がないのです。安政の大獄で井伊直弼の下で吉田松陰などの処刑に手を下した
人が間部詮勝と言われ、「間部の青鬼」と言われています。詮勝が整備した西山公園は日
本の歴史公園100選にも選ばれていて、地元では非常に人気があります。鯖江には城がな
かったのですが、幕末に彼は老中をしていましたから、城を建てる金を幕府からもらい、城
を建てずにそれを住民に配ったという立派な殿様らしいです。

ものづくりのまち・鯖江の三大地場産業
　眼鏡産業は今年110年になりますが、国内の眼鏡の約96％は鯖江市の眼鏡です。「Made 
in Japan」と書いてあれば、まず間違いなく鯖江市の眼鏡ということになります。漆器も、日
本で一番古い漆器の産地のようで、継体天皇の冠を直したのが鯖江市の越前漆器だと言
われています。あとは繊維です。このように、眼鏡・漆器・繊維の町です。
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　マクロミルはインターネットのアンケートのサイトですが、今回、マクロミルの調査で、今治
のタオルに次いで、鯖江の眼鏡がブランドイメージの定着度で２位となりました。豊岡のか
ばんや、関の刃物などを上回って２位になったということで、こちらのイメージをどんどん広
げていきたいと思っています。
　眼鏡を打ち出していかないといけないということで、今までOEMを中心に表に出ること
がなかったのですが、鯖江を眼鏡の聖地にするために、積極的に鯖江ブランドを外に向け
て発信しています。2015年には「クールジャパンアワード2015」に選出されたりしました。ま
た、私が関西に来て話をさせてもらうときは必ず入れるのですが、私は実は高校球児で、少
年野球の監督などもずっとやっていたのですが、阪神タイガースが1985年に優勝したとき、
私は実はジャイアンツファンですが…、忌まわしきバース、掛布、岡田の３連発の年に優勝
した時に、道頓堀にカーネルサンダースの人形が投げられました。それからカーネルサンダー
スの呪いということで、だいぶ日本一から遠ざかったらしいのですが、2009年に引き上げ
られました。そのときに、掛けていた眼鏡がありませんでした。文献でケンタッキーのこと
を調べたら、実は鯖江の眼鏡だったということで、鯖江市内の眼鏡屋さんを全部当たりま

した。すると、もう製造中止になって
いたのですが、その製造元に１本だ
け残っていたので、鯖江市長がカー
ネルサンダースのところへ行って眼鏡
を贈呈しました。漆器の方はいろい
ろな製品があるのですが、最近はお
わんや箸だけではなく、いろいろな
木製雑貨で注目を浴びていたり、昔
の伝統工芸で、お祭りなどで引く高
級な山車です。スライドの真ん中のも
のは、多分１億、２億すると思います。

それぐらいの製品を製作しています。
　繊維の方はインナーや、人工血管の方面に最近は行っているので、あまり表に繊維など
のものは出ることはないと思うのですが、高い技術力を持った街だと思います。

行政の取り組み
　今回は行政の方が多いということで、行政の取り組みですが、今非常に全国から視察や
問い合わせが多いのがオープンデータです。120ぐらい公開しています。公園のトイレの
場所やAEDの設置場所や施設などを全て民間の方が使いやすいように変換して情報を
オープンにしています。これをいち早く取り組んだということで全国から評価されています。
「データシティ鯖江」で検索いただくと詳しく情報が載っています。
　また、次は鯖江市役所JK課（女子高生課）です。これはニュースなどでもショッキングに
お聞きになった方もいると思うのですが、女子高生の課をつくってしまおうというもので、高
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校生は今４期生が集まり出したのでしょうか。実は私は市長とネーミングで大げんかしたの
です。市長は「趣旨はいいけれども、おまえは固いな」ということで、JK課ということにした
のです。すると、発表したその日には市への抗議がメール、文書、ファクスで数多くあったの
ですが、リスクを恐れては何もできないということでチャレンジしました。今は何とか軌道に
乗りました。
　それに対抗してOC課（おばちゃん課）です。おばちゃんが「なんで高校生ばかり取り上
げるのか」ということで、おばちゃん課です。男の人がおむつを替えているサインを作ったり、
そういった細かいというか、婚活イベントやおせっかいなことをするおばちゃん課も公式に
なっています。国でも教科書の副読本に「JK課」などとして、こんな不思議な取り組みを取
り上げていただけるようになっています。

鯖江市の大学・研究機関との連携
　鯖江市には大学がないのですが、明治大学をはじめ早稲田大学や京都精華大学などが
夏休みなどになるといろいろな体験に来ます。学生２千人ぐらいが鯖江市に集まり、いろい
ろな研究をしたり、ワークショップを開いたりしています。これは私の方で進めているので

すが、FAAVOで制作したプライバシーバイザーという眼鏡が縁
で国立情報学研究所と連携協定を締結しました。今度はビック
データやドローンの共同研究をやっていきます。
　７月には慶應義塾大学と包括連携協定を結び、双方の強みを
生かして仮想商店や３Ｄプリンター、海外の販路開拓等で協力し
ていろいろなことをやっていきます。そのほかにも、電気通信大学
や津田塾大学からも話があり、協定を締結していく予定です。こう
いうふうにいろいろと飛び付くというとおかしいですが、リスクを

恐れず先に行動するものですから、非常に動きが速いということで、いろいろな大学などか
ら共同研究を持ちかけられています。それは非常に高い技術力を持った企業が市内にたく
さんあるということも大きいと思います。

鯖江市体験移住事業「ゆるい移住」
　「ゆるい移住」も非常に多くの行政関係、議員さんが視察にお見えになります。皆さん
のような大阪だとあまり実感がないと思うのですが、地方はどこも人口減少に悩んでいま
す。今、移住などが課題になっていて、いろいろな政策を打っています。多分、移住の政策と
いうと、そこに住んで何かをしてくださいとか、レポートを書いてくださいという話になると
思うのですが、鯖江は「ゆるい」という言葉どおり、何もしなくていい、ただで住まいを提供
します、好きなことをして帰ってくださいという形で始めて、17名を受け入れました。予想ど
おりといいますか、元プロ野球選手から東大の大学院生など、いろいろな方が集まりました。
来てくれた方がいろいろな情報発信をしてくれるということで、本年度は第２回を募集して
います。
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新たな産業と魅力ある雇用の創出
　産業ということで、普通の眼鏡だけではなく、ウエアブル関係の眼鏡も作ったりしていま
す。また、目の健康にも力を入れています。普通皆さんは小学校へ行くと遮眼子を当てて視
力検査をすると思うのですが、鯖江市は３歳のお子さんから全て専門店にあるような目の
検査をして、早期の病気の発見などをやっています。生まれたときから最終段階の亡くなる
まで、目に関することは全て鯖江市がトップを取ろうということで、そういうことにも取り組
んでいます。

めがねのまちさばえ　世界飛翔元年
　今年は「めがねのまちさばえ　世界飛翔元年」ということで、世界に打って出る眼鏡を広
くPRしていこうと力を入れております。庁舎内の課名の看板も眼鏡のデザインにしましたし、
市全体をこのようにしていくべく、応援企業として３社の協力を得ました。例えばFAAVOの
パートナーになっていただいている福井信用金庫は、300万円かけて、このマークと「めが
ねのまちさばえ」というのを高速道路と駅の両方から見えるように、先日、設置していただ
き、側面に大きくライトアップしていただきました。
　更に、マスコミやアイドルなどを活用して様々なPRを行っています。先ほど酒匂さんもPR
は大事だと言われましたが、鯖江市も積極的にいろいろな機会にPRを行っています。その

中でも有名人はかなり大きな効果を
得ますので、そのようなチャンスがあ
れば、積極的にPRをしています。
　スライドは、最初は非難も大きかっ
たのですが、「仮面女子」です。知っ
ている方はいらっしゃいますか。大阪
に「仮面女子シアター」という劇場が
あるのですが、最強の地下アイドル
です。実は今年２月の市長査定のと
きに、東京から私の方へ連絡があり、
私は全然知らなかったのですが、４

月27日に、市長が秋葉原の劇場に行き、仮面女子を大使に任命しました。
　いろいろな特色を持っている子がいて、桜雪さんというのが東大出身のアイドルでいろい
ろなところに出ているのですが、この子がいろいろな課長になって普通と違った活動をし
ていくと名前だけにならないのではないかということで、動物園の課長、めがね課長、繊維
課長、漆器課長とかに任命しました。実はこれを業界はすごく喜んでいます。今年は「めが
ねのまちさばえ」を前面に出すということで、漆器業界、繊維業界から反発を喰らっていま
した。それでも市長は「世界的に有名な眼鏡で鯖江市を売り出す。その中に漆器も繊維も
あるのだ」と言って推進しています。例えば神谷えりなさんという子がいて、この子を漆器課
長に任命したのですが、「今日、私は漆器課長になりました」とSNSに上げてもらったら、１
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時間で「いいね」が４万入りました。それで漆器の業界もかなり喜び、漆器祭りがゴールデ
ンウィークに開催されたときにも、「何で神谷が来ないんだ」とか、「原寸大の写真を置け」
とか、非常に苦情が来ました。
　この様子と先日の６月11日に、後ほどFAAVOとＦ×Ｇでやった「メガネストリート」の開
通のイベントと、「めがねフェス」というイベントに、この17人のうち６人に来てもらったので
すが、そこの様子も間もなく全国ニュースなどで放映されます。
　また、先ほどお話した仮面女子の桜雪さんについて、先日も読売新聞が鯖江へ来たとき
に、取材をしたら、もう30年以上、地方自治に取り組んでいるのでないかというぐらい、少
子化問題から、いろいろなことをこの子が真面目にやるので、非常に鯖江市で人気が高い
です。

FAAVOさばえ
　ここからが本題です。クラウドファンディング「FAAVOさばえ」についてというころです。
これは先ほどありましたが、予算などの問題点と、住民から「こんなことがやりたい」と非常
に要望が多いが、財政的に苦しい中とてもそんな要望には応えられない。しかも効果に疑
問が残る。そんなことを何とか解決できないかということで、福井銀行さんと共に、クラウド
ファンディングに興味を持ったことから始まりました。
　鯖江市は2014年12月に32エリア目として、行政では初めて開設しました。「鯖江市がな
ぜクラウドファンディングに？」というのですが、市の財源確保が第一です。あと、住民提案
やまちづくりに住民が積極的に参加するのですが、補助金にも限界がある。補助金を交付
していても、ただやっているだけなの
で、自分たちが動くとか、市役所にお
金をもらえばいいんだろうという姿が
常々見えましたので、これは本気に
なってくれるところで、例えば、1年目
はクラウドファンディングで集めて、そ
こで結果を出したところは２年目に違
う形であげればいいのではないかと
いう考えで始めました。そして、もの
づくりもまちなので、新分野とか異分
野への挑戦を応援してあげたい。住
民の夢の実現を応援したいということでやっています。
　運営主体なのですが、職員は私の下に５名です。それで普通の予算などの財政業務を全
部やり、FAAVOをやり、ふるさと納税もやり、シティプロモーションもやりということで非
常に忙しい部署です。大阪と違って、本当に田舎のおばちゃんが「FAAVOをやりたい」と
来ます。パソコンなどが全然分からないという方も多いです。そんな方も拾ってあげるため
に、福井銀行系列の福井ネットというインターネットの会社があるのですが、そこがページ
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づくりなどを一緒にやっていく体制を整えています。
　先ほど酒匂さんからも説明があったのですが、鯖江市の場合は行政ですので、運営経費
を取っていません。100万円の事業をやって達成したら９割をお返しします。そして、５％が
サーチフィールドという決済の手数料などで取られます。残りの５％を福井ネットさんへ出し
ています。成功報酬の５％だけです。福井銀行のグループとしても、産官学金との連携とい
うことで、非常に国の方からも評価されているようです。
　パートナーは福井銀行、福井信用金庫、福井カード、福邦銀行です。これは金銭的な支
援や、事業の掘り起こし、融資などいろいろな支援があります。PRなどいろいろな面でご
協力を頂いていますが、市としてはお金はかかっておりません。
　対象団体などもかなりゆるく考えています。鯖江市なので鯖江市だけの事業でいいので
すが、市に拠点を置く個人団体事業所や市の事業や団体等という決まりはあるのですが、
実際、「鯖江の地域の活性化に寄与したら何でもいいですよ」ということで、鯖江に縁もゆ
かりもないものもあります。この間もイベントで福井大学の学生で、福井大学は隣の福井
市にありますので、鯖江の子は一人もその運営にいないというのも、積極的にやっています。
現在27の事業を立ち上げて、26が募集期間が終わって全て達成なのですが、うちから拒否
したものはありません。年間３～４本は立ち上げずに終わる事業もありますが、基本、うち
はウエルカムで、一生懸命やるのなら極力拾ってあげようと思っています。ただ、特に若い方
を中心に、ここへ上げると30～40万円軽く集まるでしょうという感じで来られる方がいます。
そういう方は、何回か、私どもは２回、３回と職員の勉強を兼ねていろいろと話を聞かせま
す。若い職員と話をしている中で、「もういいや」とリタイアしていく方だけが上げられない
という状況です。ですから、やる気さえあれば受けているという状況です。
　特徴として、市がエリアオーナーということと、９割を活動資金として戻すということ、ま
た、金融機関が絡んでいるということです。これは後ほど事業を説明しますが、地元のイ
ベントなどはほぼ福井県内からの支援です。例えば、動物園などになると、９割９分ぐらい、
市外、国外から支援が入っています。そういった特徴があり、地元のイベントなどは本当に
いろいろなところでPRし、こういった席上でも私は鯖江市内で話すときには「支援をお願い
します」という話をするのです。するとその場でおばあちゃんが千円札を持ってきたりします。
そういうものは代理決済という形で受けるのですが、結構簡単に皆さん、「それなら私も」
「私も」とくれるので、「え？そんなに簡単にくれていいんですか」と言うと、「市役所と銀行
がやっている。これ以上堅いところはない。ここを信じられなかったらどこを信じるの？」と
その方たちが言うように、金融機関と行政が組んでいるということで、安心感があるようで
す。「集まらなかったら、頂いたものはお戻ししますよ」と言っても、「何かに使ってくれれば
いいよ」と、そこまで言う方もかなりいます。その辺が安心感につながっているかなと思いま
す。
　方式は、先ほど酒匂さんから説明があったものと同じような形なので割愛させていただ
きます。
　運営方法ですが、行政の方の視察のなどでは「職員の負担はどうなのだ」ということをお
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聞きになります。市役所の事業もあるのですが、うちは実は今27事業アップしていて、市の
事業が９、市の関係団体が８、残り10事業が一般の住民からの提案で、ちょうど３等分で

す。現在は一般市民や企業からがだ
んだん増えてきていて、市役所の事
業は今年度はふるさと納税の方に移
行していますのでゼロだと思います。
今は民間の方が多いかなと思います。
　いきなり訪れる方、メールで相談が
ある方、電話で相談がある方、いろい
ろとあるのですが、基本的に担当者
と、私がいれば一緒に、起案者の話
を聞きます。そして、部下の仕事の空
き具合を見て、担当を当てていきます。

そして福井ネットと連絡を取りながら一緒に進めていくということです。ここで平均３～４回
ぐらいは起案者の方と会っていると思います。若い方ですとネットやチャットのやり取りで
いいのですが、お年寄りになるとさすがにそうはいかないので、会って話をしています。あ
とはページづくりや、田舎の町なので、電子マネーの普及率もすごく低いので、いろいろと一
からやっていかなくてはいけません。今はだんだんノウハウができてきたので、マニュアル
化も結構されているのですが、お礼やリターン品とか、そこから考えているような状況です。
　その辺があり、負担はかなり重いのですが、非常に職員がいきいきと積極的に仕事をす
るようになったということはあります。
　私は大体講演は年６件ですが、今年は多分もう10件を超えています。今から毎月大体１
件ぐらいにしたいと思うのですが、広めるということで、鯖江市のPRで仕方がないかなと思
い、お断りせずにお受けしています。
　住民からの相談は月に３～４件あります。昨年は15件相談があって、10件が最終的に起
案につながりました。今年は４月、５月とも５～６件相談がありました。だんだん市内でも
理解者が増え、ちょっと資金に困ったらとか、これはどうしたらいいのかとか、マーケットリ
サーチで使いたいという企業や団体が増えてきました。

これまでの実績
　２年少しで、27事業で約3,000万円近くの資金を集めています。先ほど言いましたように、
平成26年度は３事業です。これは市の事業だったのですが、歩道などの改修です。歩道に
ツツジを植えましょうというものから始めて、現在27事業、いろいろとあるのですが、事業
をずっと広げていっています。

主な事業とその後
　代表的な事例ですが、これは市の事業です。日本一小さい動物園「西山動物園」の事
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業です。歩くと本当に５分で通過してしまいます。レッサーパンダとテナガザルとクジャクく
らいしかいません。ここの職員がユニホームを作りたいということで、では、クラウドファン
ディングで行ってみようかということになりました。実はこれはレッサーパンダ応援隊という
のがよその外部組織にあり、そこに話をしてそちらの方にお金が入るようになっているので、
使途もかなり自由です。100万円でよかったものが230万円集まってしまい、まだ残っている
と聞いています。いろいろな要望に今も応えてくれています。これはもったいない。第２弾、
第３弾もやろうとなり、第２弾でも130万円、第３弾でも昨日で117万円ぐらい集まっていまし
た。支援者も100人近くなっているのではないかと思っています。
　そして、職員のユニホーム、動物園の紹介コーナー、子どもたちの教材、あるいは軽ト
ラックを市で買い、そのペイントが30万円ぐらい要るのですが、その分をこちらで集めたり
ということで、いろいろなことをやっています。今年度は今、来園者の休憩スペース、ガチャ

ガチャ、オリジナルトートバッグなど、
いろいろなものをやっています。市の
予算も非常に減っています。もう餌代
ぐらいで、維持修繕費なども小さい
修繕などはFAAVOの資金で賄えて
います。
　お返しの品も、レッサーパンダの命
名権は10万円です。これは外国から
も、初年度は４、２年度は２と、計６
頭出したのですが、実は２年経ってま
だ３匹しか生まれていないのです。今

年はまだ「つけ」が３匹いる状況で、今年は「つけ」は解消できないかなと思っているところ
です。これで調子に乗って、今はテナガザルや、ボスビアリスザルなどの他の動物にも７万
円で命名権とやると、支援者が集まるのです。普通なら「赤ちゃんが生まれました。名前を
付けましょう」みたいなのを募集して表彰するぐらいだと思うのですが、うちはそんなことは
しません。「お金をもらって付けさせてあげるよ」ということです。
　そして、命名式をやったり、レッサーパンダの飼育体験もやりました。これは最初、確か
１万円だったのです。すると非常に人気が高くて、１回、途中で50口まで増やしたのです。１
日、ふんを掃除したり、餌を切って、やったりするだけなのですが、こんなことはどこの動物
園でもできないと、非常に喜ばれます。ところが、お世話する職員がヒーヒー言いまして、数
は増やせないので同じ内容で今年はとうとう２万5000円まで上がりました。今年は目標が
35口だったのですが、30口で止まっていたので、「ああ、駄目かな」と思っていたら、先日仮
面女子のPR課長が来て、その晩にぽーんと５口入り、ありがたく満口になりました。これは
何もお返しの品などを考えずにいけていますので、取れるだけ取ろうというとおかしいので
すが、毎年募集していかないといけないなと思っています。
　ここで印象的なのが、本当に小さい動物園で、５分歩いたら行き過ぎてしまうのに、２日
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がかりで来てくれる支援者がかなり
います。「海外の動物園、博物館、図
書館では、寄付でやるのが当たり前
ですよ。良い取り組みですね。絶対に
続けてください」と、オーストラリア在
住の日本の女性がわざわざ来てくだ
さったのです。
　皆さんに来ていただくと本当に
びっくりするくらい小さな動物園です。
でも毎年こういうことができます。職
員のユニホームなども市の予算を使
わずにできて、いろいろなことをやっています。お礼の品などもかなり人気があります。時計
も売らせてくれということで、かなりの売り上げで、毎月10個ぐらいは売れていうことです。
これは確か5,000円で売っていて、原価は2,000～3,000円で、私が提案して作ったのです
が、こんなものが売れています。そういう効果も少し出ているかなと思います。
　スライドは、未来の顔認証を防ぐアイウェアです。携帯電話などで写真を撮ると緑の枠が
出ると思います。あれは顔、これは人間だということを認証しています。これを防ぐ眼鏡で
す。この格好悪い眼鏡を着けると顔ではなくて、物体だとしか判断しません。ロシアなどの
地下鉄で問題になったのですが、カメラで顔写真を撮っていたら、SNSなどで情報を出し
ている人は、これはどこの誰だということでばれて大きな問題になりました。
　そこで国立情報学研究所の越前
教授という方の提案で、めがねのま
ち鯖江市でプライバシーを守る眼鏡
を作りたいということでやったのです。
眼鏡というのは一つの型を作るのに、
大体200～250万円かかります。試作
として１か月ぐらいかけるような簡易
な眼鏡ならば３Ｄプリンターで作れま
すが、皆さんが普通にかけるような量
産型の眼鏡は型を作らなくてはいけ
ないので、200万円から250万円くら
いかかります。中小企業ではリスクが高過ぎるということで、FAAVOでお願いできないか
ということになり、越前教授と市内の眼鏡の商社が協力してやりました。
　その結果、当時のうちの最高記録である265万円が集まり、海外のニューヨークタイムズ
などでも紹介していただき、話題になりました。越前教授は今や指紋認証という分野で、テ
レビなどに出演するようになり、プライバシー防御の第一人者になられたようです。
　先ほど酒匂さんも言っていたとおり、情報拡散のためにいろいろな方法を使っています。
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このプライバシーバイザーは、IOFTという、東京で毎年開催される眼鏡の展示会に出品し、
2015年には桐谷美玲さんと、当時芥川賞を取った又吉さんにプレゼントして、ブースでかけ
ていただいきました。桐谷美玲さんがかけたときには、この眼鏡にかなり問い合わせが殺
到しました。ここの眼鏡とか何も言いません。ただ、かけているだけです。昨年は西内まり
やさんにプレゼントしました。
　実はこれが大きく化けまして、ドイツのハノーバーで開催された、情報通信展示会としては
一番番大きいCeBITで、文科省からぜひ日本代表で出て欲しいということで出品しました。
安倍首相やメルケル首相も来ていただきました。ここでも鯖江市のPRブースを半分設けて
いただきました。そういった効果も着実に出ていると思います。

FAAVOさばえ活用のメリット
　メリットはいろいろとあるのですが、開発で費用をかけずに市場調査ができる。大量生
産前に商品開発ができる。もし駄目だったらやめればいい。顧客ファンへの広報活動がで
きる。実はこれも今後どうやって展開していけばいいとか、価格帯をどれぐらい出せればい
いとか、アンケートを全支援者に送りました。普通はアンケートをしてもあまり回答がないら
しいのですが、これはものすごく興味があるとか、応援してくれる方が多いのもあり、97％
の回答率です。もう少しこうした方がいいとか、価格帯をこうしましょうという回答をくれま
す。案外そういった効果があるのかなと思います。
　これは思い出深いのですが、スライドは越前和紙という紙で作った造花です。素晴らし
い技術で、紅白歌合戦で３年前に水森かおりさんが着た衣装です。これは桂由美さんが何
かで和紙の華というのがあるというのを知って、急きょ作ってくれないかということで、２～
３週間で20人位が集まって徹夜で作ったらしいのです。これは非常に評価を得て、桂由美
さんも「これを商売にしたら？」ということで始めたのですが、銀行や信用金庫へ行くと全
て融資を断られました。それで「FAAVOで何とかなりませんか」と当課へいらっしゃいまし
た。当座の運転資金もなかったので福井銀行に頼むと、当座の運転資金を融資してくれま
した。FAAVOで目標金額を達成し、めでたく去年のイオンの「母の日ギフトカタログ」の表

紙を飾ったりしました。たった一人で
で始めたのが、30人ぐらい人を使って
やる小さな地場産業に育っています。
　うちの場合、パートナーで一緒に
やっているので、融資の不安材料を
解消というか、優先的にFAAVOで
使ったら応援をしますよというのが、
銀行、信用金庫が全て裏で内規とし
て持ってくれています。FAAVOで達
成しなくても、「あれっ、50％も注目
してくれるんだ」とか、そういうことが
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分かれば銀行は融資をしますということで、金融機関で融資の判断がしやすくなったとか、
そういうことも聞きます。
　スライドは93歳のおばあちゃんの
事業です。手書きで1000枚以上いろ
いろな料理のレシピを書いていたの
です。それを知った若者がこれを後
世に残したいと思って、おばあちゃん
に言うと、おばあちゃんも「残したい
んだけどお金がないし、本なんて作
れんわ」と言うので、「FAAVOで資
金を集めて是非発行しましょう」とい
うことで、FAAVOで集めました。結
果的に資金が集まり1,000冊以上印
刷して、地元のテレビなどにも取り上
げられました。
　非常に長い話になったのですが、
行政と金融機関が運営主体となるメ
リットは、安心感があると支援者が
思ってくれていることが一番だと思い
ます。金融機関側も社会貢献活動の
一環としてイメージアップにつながる
ということで、非常に積極的になると
思います。
　ただ、行政の方が来ると、どんな点を苦労しましたかと聞かれます。立ち上げ時に議会は
反対でした。「何で市役所がしなくてはいけないのか。クラウドファンディングって何だ」と
いうことは予想されたので、最初から福井銀行も一緒に入りますよということで、結局は結
果を見て判断してださいということでスタートしました。

鯖江市の新しいチャレンジ
　鯖江市の新しいチャレンジについて少々お時間をいただきます。ふるさと納税です。こち
らは行政の方のほうが興味があるかなと思いますが、私ども財務政策課はふるさと納税も
担当していて、昨年9,000万円全国からふるさと納税をいただいて、逆に3,000万円ぐらいは
他自治体に流失しています。今返礼品が問題になっているとおり、返礼品で寄付先を選ぶ
流れに一石を投じたいということで、Ｆ×Ｇというのをサーチフィールドの仕組みでつくりま
した。FAAVOさばえは購入型のクラウドファンディングですが、これはふるさと納税です。
FAAVOさばえと同じように一つ一つの事業に光を当てて丁寧に紹介していこうということ
で、成功しているとは言い難いのですが、一つチャンネルを増やすとか、いろいろなきっか
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けになればいいなということでやっています。
　代表的な事業で、今全国で非常に注目を浴びていますが、鯖江市は毎年「地域活性化
プランコンテスト」というのを全国で募集しています。「市長になりませんか」と全国から大
学生を集めます。四つ、五つ提案が出てくるのですが、「西山公園にハチを２万匹放して蜂
蜜を作りましょう」とか、そんな提案が出るのです。そういったプランなのですが、それに
触発されて、「おとな版」というのを作りました。大人が集まってきて市長になったつもりで
施策提案をして、２日間泊まり込みで、何かを発表します。その中でメガネーランド構想とい
うのがでてきました。鯖江は「めがねのまち」と言われていても、眼鏡がどこにもないじゃ
ないかということを全国の人から言われています。スライドの地図で、JRの鯖江駅から「め
がねミュージアム」という代表的な建
物まで約１㎞あります。ここを眼鏡を
感じる通りにしてしまおうかという提
案がありました。それと同時に、先ほ
ど言った若手職員提案枠という中で、
道路関係の部署の方もいると思うの
ですが、どうしても道路の予算は歩
道にあまり使われません。田舎です
から、車道へ行ってしまうのです。
　今第１弾は６月10日に完成して、
オープニングイベントをやったのです
が、ベンチを眼鏡型にしたりして、評
判がよかったものですから、今度は
第２弾で、違う通りもメガネストリー
トにしてしまおうということでやりま
した。これはＦ×Ｇです。市役所のふ
るさと納税です。All－Inなのですが、
目標金額は1,500万円というのは事業
費を上げてあります。970万円支援が
ありました。実際に半分は皆さんか
らのふるさと納税で賄えたということ
で、下のハードの部分は行政のふるさ
と納税で、上は、タペストリーを作るのですが、こういうタペストリーや、ソフト的なものは
FAAVOで、民間の知恵を生かすという合わせ技でやりました。
　FAAVOの方も315万円集まり、お礼の品としてアメガネという眼鏡のお土産を作った
り、地下道に名前を提示したり、市と一緒にやっているので、ハリウッドのように、歩道に支
援者の方の手形が押してあります。その中には生まれたばかりのお子さんもいますし、市役
所の職員も１名いたのですが、永久に残ります。そういったものを一緒にやっているからで
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きるということです。官民協働で、地下道に眼鏡の形が入ったり、何もなかったところに眼
鏡のベンチを作ったり、植樹升も眼鏡の形にと二つ作ったり、マンホールも、１個は本物で
すが、もう１個描いて眼鏡にしたり、車止めに眼鏡をかけたりしています。毎日大勢の人が
視察なども含めて来ています。もともと人は通らない、多分、川辺さん、酒匂さんもいらっ
しゃったことがあるのですが、寂しい駅なのです。めがねミュージアムで眼鏡を売っている
のですが、６月10日、11日には仮面女子も来たということもあったのですが、過去最高の売
り上げで、一日にそこで眼鏡が700万円売れました。それぐらい人が来ました。ここでスタン
プラリーなどいろいろやったのです。

・FAAVOさばえ・Ｆ×Ｇの今後
　今後は、サーチフィールドとの運営体制というか、いろいろあるので相談しているのです
が、やめるというのではなくて、よそのフィールドも考えながらやってほしいのと、職員がＦ
×Ｇというふるさと納税の方を、今回各部１事業出せということで、部対抗制にしています。
強制ではないですが、部で一つ選べと言っています。例えば、図書館の方も、図書購入費な
ども予算を増額することができないのです。大事なものだということは分かるのですから、
「本って大事ではないですか」ということを丁寧に訴えていこうという職員の思いで各部の
部長が１部１事業上げて、競争して財源の意識も持ってほしいのです。
　これはふるさと納税と同じお礼の品で、何か一つ付けましょうということで、本ならばし
おりなどを付けるのですが、そういった形で競争して市役所の職員全員が営業マンみたい
な意識を持ってほしいということで輪を広げて、去年は9,000万円だったものを、29年度は
２億が目標ということでやっています。途中経過は、対前年ベースで件数が３倍、金額が現
在2.5倍あるので、多分２億円は超えるのではではないかと思っています。
　とにかく鯖江を愛する人を増やしたいとか、もっともっと鯖江を魅力的にということで、
田舎の小さな自治体なのですが、いろいろな取り組みをしています。当然東京なども多いの
ですが、多分大阪などはものすごくポテンシャルが高いと思います。持っているものも、探
せばかなり面白いものがあると思います。川辺さんのように協力してくれる方もいると思う
ので、うちの自治体はちょっと特別なのですが、あまり失敗を恐れずに、とにかくやってみよ
うという形でやっています。もっといろいろなことで競い合いと言うと語弊がありますが、ま
たいろいろとチャレンジしていきたいと思います。
　何をやっても私どもも反対ばかりなのですが、結果で見せてやるわという意気込みでやっ
ています。先月も、どこの自治体だったか忘れてしまったのですが、大阪から何人も、若い
職員の方を中心に私のところへ視察に見えておられます。議員さんも若い人を中心にかなり
私のところに毎月見えます。公明党さんなどは公明新聞で毎月FAAVOの特集をやってい
ます。そういう理解のある人もいるので、いろいろやると何かできるのではないかと思います。
また今後とも、ご協力いただくこともあるでしょうし、私どもが力になるのでしたら、いろい
ろとご協力させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ご清聴ありがと
うございました。
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論点整理
（保田）冒頭で私から論点を幾つか整理させていただきます。クラウドファンディングを初
めて聞くという方もいらっしゃったという話なので、「FAAVO」という固有名詞が現れまし
たので、FAAVOの位置付けを整理しましょう。まず、クラウドファンディングですが、お二
人の説明にもありましたとおり、お金を出す人が支援者です。プロジェクトをやりたい人がイ
ンターネットのサイト上でマッチングしてくれるわけです。こういうサイトが日本には100ぐら
いあります。たくさんあります。そのうちの一つがFAAVOという位置付けになります。
　どれぐらいの人たちがいるかというと、一番大きいのが多分、今READYFOR（レディ
フォー）という会社だと思います。これが市場規模ですが、ざっくり100億円の市場です。先
ほど酒匂さんから、500億円、1,000億円という数字もあったのですが、ソーシャルレンティ
ングと言いましょうか、お金を貸すというクラウドファンディングも結構数字に入っています
ので、いわゆるプロジェクト支援型という意味ではざっくり100億円の市場だと見ていただい
て構わないと思います。
　急速に伸びているのがFAAVOです。FAAVO以外のプラットフォームの事業者というの
は、基本的には、サイトは一つです。READYFORなら「Readyfor」というサイトを持ってい
ます。ShootingStar（シューティングスター）ならShootingStarというサイトを持っています。
　FAAVOの場合の特徴というのは、地域ごとに分担してやっていきましょうということで、
地域ごとのプラットフォームがあるということです。大阪のFAAVOというものは酒匂さんの
ところで運営されていて、鯖江市のFAAVOは今川さんのところで運営されています。案件
としてお金を獲得したい先ほどのこの人たちは、通常のReadyforや大手のクラウドファン
ディングのプラットフォームに載せるときは、日本全国の有象無象の案件の中の一つになる
わけです。一方でFAAVO大阪に掲載しますということになれば、基本的にはここに挙がっ
ている案件というのは、大阪関連のものが多くなりますし、FAAVOさばえに掲載すれば鯖
江関連のものが多くなるという、こういう私の理解で合っていますか。

（酒匂）はい。

（保田）ということになります。それがプロジェクトの立て付けです。一方でお金を出す人た
ちも、大阪だから支援しよう、鯖江だから支援しようということなので、比較的地域密着型
のプラットフォームとしてFAAVOというのはユニークネスを発揮している。そういうプラッ
トフォームです。ですから、私は中立的な立場ですのでFAAVO自体を宣伝するということ

全体講評・意見交換

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
（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)
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はないのですが、そういうふうに後発ながらそこそこシェアを伸ばしてきているということが
お分かりいただけるかなと思います。
　逆に言うと、例えば鯖江の場合であれば、鯖江を支援する人たちというのは例えば
Readyforのような大手のプラットフォームの支援者よりも数は限られますので、そんなに大
きな金額は調達できないわけです。例えば、1,000万、2,000万、3,000万調達したいという
ふうになってくるとReadyforに行って日本全国からお金を集めてきましょうということにな
ると思います。
　従って、おのずと金額の規模感というものは強弱がつくのではないかなというのが一つ
整理できるポイントだと思います。
　自治体がクラウドファンディングに関わる場合は、冒頭に申し上げましたが二つあります。
鯖江市のように自分たちが資金調達の主体となる場合と、域内の事業者をサポートする場
合があります。鯖江市は自分たちでクラウドファンディングを活用している、非常に先駆的、
かつ、まだ日本で唯一でしょうか。

（今川）今、増えています。

（保田）まだ他に出ていますか。

（今川）はい。15自治体ぐらいです。

（保田）なるほど。一番最初が確か鯖江市だったという立て付けだと思うので、そうすると
そういう状況になっているということです。
　何にお金を使うかということなのですが、鯖江市の今川さんの説明にもありましたが、要
は、税金では取り組みにくいようなもの、民間の資金でもやりにくいような分野に、このクラ
ウドファンディングにせよ、ふるさと納税にせよ使っていくのではないかということになってく
るかと思います。
　恐らく問題は、域外の人たちに受けやすいものが優先される可能性があるかもしれない
ので、そこをどうするかということです。ただ、FAAVOの場合であれば、地域密着型のプ
ラットフォームですので、域内の人たち、域外の人たちの両方に共感を得られるものが比較
的ファンディングを得られるのではないかなという気がしています。
　先ほどお話を聞いていて面白いなと思ったのは、レッサーパンダの命名権の話です。同じ
ことを、これはふるさと納税なのですが、兵庫県がやったのです。コウノトリの命名権とい
うのをやりました。そうしたらこれがバッシングを受けたのです。国の天然記念物の命名権
を返礼品にするなんて許せないという批判がやってきました。でも、恐らくそういうのは鯖
江市の場合は全くなかったのですよね。

（今川）ありました。
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（保田）ありましたか。でも、突っ切ったということですね。

（今川）はい。

（保田）なるほど。ありがとうございます。結局ここは批判を受けて内容を変更したという
のがありました。
　あとは、これはクラウドファンディングの事例なのですが、すごくきれいなひまわり畑があ
るので、そのひまわりをライトアップして、夜の観光地としてプロモーションしようとしたら、
たくさん批判が来たので止めたという事例です。
　幾つか論点を整理していく中で、JK課の話がありました。2,500通の批判がやってきたと
いうことなのですが、市内の批判と市外の批判ではどんなウエートですか。

（今川）市内の批判が多かったと思います。市外も多かったですが、割合、市外で賛成とい
うか、市内で賛成という人はなかったと思います。

（保田）なるほど。そうすると市内の人たちは、「俺たちの住民税を使って何を遊んでいる
んだ」という、そういうニュアンスなわけですよね。恐らく先ほどいろいろと今川さんがお話
をされていた中で、たまに楽しんでいる、遊んでいるという冗談が交じった発言もあったの
ですが、やはり職員の方が一番恐れるのは、遊んでいる批判ですよね。税金で何を遊んで
いるんだと批判があるのだと思います。ただ、われわれ職員は、基本的には定年退職までそ
こで雇用されるわけです。懲戒などがない限りはそこでやるわけです。
　一方で首長さんは、本当にこいつら遊んでいるなと思われたら選挙で落ちるわけです。で
すから、遊んでいる批判が一番怖いのは首長であって、われわれ職員は遊んでいても、極
論を言えば、まあまあいいわけです。首長に次に落選するかもしれないよというリスクを取っ
てもらいさえすれば、われわれは遊んで構わないわけです。ただ、本当に遊んでいると思わ
れると、苦情の電話なり、レターなりがやってきて、その対応に追われる人たちが、「今川さ
ん、やめてよ。今川さんがそうやって遊ぶからまた苦情が来るんじゃん。私たちがそれに対
応するのは大変なんだよ」という話になるわけですよね。（笑）

Ｂ to ＢからＢ to Ｃへの転換に利用
（保田）すみません。少し話が飛んだのですが、まず、酒匂さんの方から論点を整理したい
と思っています。皆さん、酒匂さんのお立場を整理しておくと、酒匂さんは紳士服の会社の
社員でありながら、FAAVO大阪の運営もしているという、一人で二つの帽子をかぶってい
るというお立場ですよね。

（酒匂）はい。そうです。
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（保田）もしかしたら話が混乱してしまうかもしれないのですが、いろいろとしていただい
たスーツの事例というのは、ご自身が勤務されているスーツカンパニーがFAAVO大阪のプ
ラットフォームで資金調達をしましたという事例ということですね。

（酒匂）そうです。

（保田）他のお好み焼き屋さんなどは、他の人たちがやっていることであって、それを
FAAVO大阪を運営している酒匂さんのところでお手伝いしたということですね。

（酒匂）はい、そうです。

（保田）そういうことですね。ありがとうございます。そんな中で、スーツカンパニーとして
今回の事例を見てみた場合に、幾つかの論点があるかと思っています。一つは、先ほど説明
もありましたが、スーツを着る人たちがどんどん減ってきています。特に今はクールビズが５
月末から10月の末まで、１年の半分がクールビズです。その中でスーツを着る人が減ってき
ている。そうすると、市場全体がシュリンクしています。そうすると、その市場を広げる必要
がありますということになっていくので、通常のスーツを作って39,800円です、29,800円で
すと言っても、着ないものは着ないわけです。
　逆に言うと、買う理由や着る理由を作ってあげて、スーツ市場そのものを拡大する役割を
今回担っているのではないかと思うのですが、そのあたりはいかがでしょうか。

（酒匂）おっしゃるとおりです。日本でもIT企業みたいなところに位置付けされる企業が
４割を超えてきている中で、本当にクールビズ、プラス、IT企業になってきたら、本当にスー
ツを着る方は少なくなってきたのです。もともと弊社はタキシードやブライダルスーツのメー
カーですので、結婚組数も減っている中で、ただでさえスーツ市場はしぼんでいるのに、ブ
ライダル市場もシュリンクしている。では、どうすればという中で出てきたことが武将スーツ
のアイデアだという感じです。

（保田）ありがとうございます。と同時に、恐らく今まではスーツを、例えば、洋服の何とか
さんとかいうところに卸すという卸売の事業が、あるいはOEMで商品を提供するという事
業が売り上げの結構なポーションを数えていらっしゃったと思うのですが、今回は消費者
から直接オーダーを頂くことによってＢ to Ｂ、つまり法人向けのビジネスだった会社さんが、
Ｂ to Ｃ、消費者向けのビジネスに事業転換をしていく。市場を拡大すると同時に事業を転
換する。この二つに今回このクラウドファンディングを非常に上手に活用されたのではない
かと思っていますが、そのあたりもその理解でよろしいでしょうか。

（酒匂）そうです。
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（保田）ありがとうございます。と言いますのは、先ほどもあったではないですか。石田三
成や上杉謙信とかありましたよね。金額を拝見していると、100万円とかなのです。こうい
う言い方をするとあれですが、売り上げにすると所詮100万円です。その100万円を獲得す
るために酒匂さんがわざわざ鹿児島に行くわ、新潟に行くわとやっていると、それ単体で
は正直もうかっていないはずです。しかし、こういう話題性を提供することでTwitterから
拡散していって、例えば市町村から直接、「こういうのをお願いします」と来たり、あるいは
Twitterなどでいろいろな関連商品を、「これを買いたい」と来たりということなので、これ
単体で稼ぐことは多分考えていらっしゃらなくて、あくまでもマーケティングツールなのです
よね。

（酒匂）そうです。そのとおりです。

（保田）となってくると、今川さんのところが鯖江市の間部詮勝でやってくださいと言ったに
もかかわらず、こんなに仲が良いにもかかわらず断ったということは、マーケティングとして
あまり使えないと思った、多分そういうことだと思うのですけれども。

（酒匂）そうです。おっしゃるとおりです。

（保田）すみません。ということで、市場を拡大しました。ということなので、ああいうユ
ニークなものをすれば、あとは横展開をしていくだけですよね。次は石田三成で、次は明智
光秀が出てくるのか、伊達政宗が出てくるのか分からないですが、横展開をしていくだけだ
と思います。同時に、恐らくこの会社さんの一番の今のアセットは、メディアさんの直接のリ
レーションシップですよね。次にこんなことやるんですというプレスリリースを、自分の知っ
ている記者さんに流しますということがどんどん出来てくると思いますので、非常に大きい
かなと思います。
　ふるさと納税でも同じようなことが起こっています。例えば、岩手県の北上市にUTOと
いうカシミヤの繊維会社があります。カシミヤでセーターを作ったりカシミヤでマフラー
を作ったりしているのですが、ここもまさに同じでＢ to Ｂをやっていました。法人向けの
OEMばかりやっていたのです。ですが、返礼品でカシミヤの商品を提供することで直接お
客さまをつかみました。そのお客さんが表参道の実店舗に行って他の商品を買うようになり
ました。ですのでＢ to ＢからＢ to Ｃに転換という事例がふるさと納税でもありますという
ご紹介です。
　恐らく今、酒匂さんの会社は一生懸命次々にクラウドファンディングをやっていますが、本
当はもうやる必要はないですよね。これだけの実績が出てくると、銀行さんはどんな新規の
プロジェクトをやっても普通に融資してくれるはずです。しかも、銀行さんから融資を受ける
方が簡単だし、早いし、手間がかからない。けれども、それだと広がりがないということで、
あえてまだクラウドファンディングをやっているという理解で正しいですか。
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（酒匂）そうです。

（保田）ありがとうございます。あとお話をお伺いするといえば、アクションファーストと言
いましょうか、とにかく動く。動くというところを重視されているのだなということが非常に
大きく伝わってきたと思っています。
　一つ質問なのですが、写真です。先ほどどこのプレゼンテーションでありましたが、訪問
者がすぐに戻ってしまう。戻るボタンを押す人が多いですという中で、キャッチーなフレー
ズを使うとかあると思うのですが、写真の位置付けが非常に大事重要なのではないかなと
思っているのです。FAAVO大阪でプロジェクトを掲載する人たちの写真の指導や、カメラ
マンの紹介やそういうものはなさっているのですか。

（酒匂）写真は、特にメインの画像を何度も入れ替えをして、関係者で見て、タイトルの36
文字、これはインターネットの検索エンジンで最優先される36文字、プラス、メインの画像、
この３秒ルールみたいなところで、そこでキャッチできないとクリックして見てくれないので、
そこに関しては徹底して、私自身も武将スーツをやっていますが、何度もタイトルと写真は作
り替えて、時には入れ替えながらフレッシュさを出すというのはやっています。

（保田）その辺はFAAVOさばえの方はどうですか。写真の位置付けはどうですか。

（今川）同じです。私はあまり興味がないというか、駄目出しをするだけなのですが、うち
の部下などは写真のカメラマンのところに習いに行ったりしてこだわっています。酒匂さん
が言われたように、いかに第一印象で印象付けるかということをやっています。何も仕事が
ないときも、いろいろなところを回って写真（技術）を磨いているらしいです。

質の良い案件を掲載するには
（保田）ありがとうございます。あともう一つクラウドファンディングのサイトで重要なのが、
質の良い案件を掲載するということだと思います。案件を掲載しました。実はあまり質がよく
なかった。例えば、お金は集まったのだけど、そのプロジェクトがちゃんとできなかったとか、
ちゃんとプロダクトを提供できなかったというのがあると思います。大手のクラウドファン
ディング、それこそReadyforやShootingStarの話を聞いていますと、クラウドファンディング
のプラットフォームの方で結構審査をしている。スクリーニングにかけて、いい案件だけ載
せるようにしていて、結構な割合で落としているそうなのです。そのあたりのスクリーニング
は大阪や鯖江ではどんな感じになっていますか。

（今川）鯖江は、公序良俗に反することや、特定の宗教でなければということで、基本うち
は行政ということもありまして、とにかく一生懸命なら拾い上げる。一緒に作っていきましょ
うということでやっています。
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（保田）大阪はどうですか。

（酒匂）弊社の方はメインが、代表の川辺が審査をして、直接面談は必ずします。大手さん
だと本当にネットのチャットツールやメールだけでプロジェクトが出来上がったりするので
すが、私たちは原則１回は面談をして、徹底的にヒアリングをかけます。掘り下げていくと、
シートを見た時点では地域のコミュニティスペースを作りたいという案件だったように見えて、
ヒアリングをすると、「あれ？これよくよくいうと、この人の家のリフォーム代なんちゃう？」み
たいな、そういう突っ込みどころが出てく
るとやはり共感されるポイントが急激にそ
がれていくので、そういったところはやはり
やっています。
　でも、チャレンジはしていただきたいの
で、目標額の修正や、ＡとＢという案件を
掛け合わせてＣという案件で立案するとい
う、そういったところは結構丁寧にやっているかなと思います。

（保田）ありがとうございます。多分、先ほど申しましたReadyforや大手のサイトに比べる
と、地域密着型なのでより案件の希望がやや小振りになります。小振りになるので失敗した
ときのリスクも低くなるということで、スクリーニングをしなくてはいけない必要性は、多分
大手さんに比べるとやや下がるのかなという気がします。そことの合致した対策を取られて
いるというのが分かるなというのが、今の印象を受けたところです。

ふるさと納税とクラウドファンディングのすみ分け
（保田）あと、FAAVOさばえの方で、先ほどの最後にふるさと納税とクラウドファンディン
グの使い分け、あるいは一緒にやるという話があったと思うのですが、私がお話をお伺いし
ていて思った使い分けの印象としては二つかなと思っています。一つは、クラウドファンディ
ングの方はストーリーが明確ですね。FAAVO大阪の話を聞いていてそうだったのですが、
ストーリーが非常に明確なので、ストーリーを押していくのであればクラウドファンディング
なのでしょう。
　もう一つはやはり資金調達の金額です。そのお金を調達して何をするかです。メガネスト
リートはやはり1,000万、2,000万の規模がかかります。これをクラウドファンディングでやる
のは大変です。難しいですね。ということなので、そこのすみ分けをすれば、二つのチャンネ
ルを有効活用して、より大きなことができる可能性があるのかなとお話をお伺いしていて思
いました。そのあたりは今川さん、どうですか。

（今川）そうですね。ただ、ふるさと納税は、皆さん悲しいかなどうしても商品からしか
入ってこないので、きれいごとですが、何とかそれを変えようということでＦ×Ｇで、それも
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FAAVOと同じく、人です。先ほどのメガネストリートならば土木課の若い職員をぽーんと
ターゲットに当てて、「私はこうしたい」というのを打ち出して、最後には市長が鯖江市の道
路はこういうふうに今やっているのですよとか、今後はこうしていきたいのですよという感じ
で丁寧に、少しでもクラウド的に運用できるようにページを作っています。ですから、非常に
時間もかかっています。各課の職員も今ずっとヒアリングをしています。

予算の承認方法
（保田）ありがとうございます。もう一つあるとすれば、皆さんはお話をお聞きになっていて、
今川さんは自由にお金を取ってうらやましいなと思ったかもしれないのですが、予算の承認
です。クラウドファンディングの流れでいきますと、予算の承認が結構プロセスが簡素化され
ていてという話がありました。一方で、ふるさと納税の場合は、あれをどうやって使っていく
かというのは、一度議会に戻すものですか。

（今川）そうですね。最初からふるさと納税案件ということで財源のところに、ふるさと納
税の財源を入れておきます。

（保田）ということですよね。

（今川）ただ、目標だということで職員が小さくなってしまったらいけないので、例えば、最
初からふるさと納税で2,000万円集めましょうというとちょっと厳しい面もあるので、もうと
にかく事業費はあげます。普通なら2,000万円かかるものが500万円集まれば500万円得す
るでしょうという説明で、最初から議会にもしています。

（保田）ということですよね。恐らくクラウドファンディングの方は規模が小さいので、その
予算の承認プロセスも簡素化することが許されていて、一方で恐らくふるさと納税の方は、
いったん議会を通らなくてはいけないので、頭の固いよく分からない人たちを説得するのは
ちょっと大変だと、そんなところの違いがあるのかなということを思いました。
　それから、鯖江市の話を聞いていて、これは非常に重要だと思いましたのは、「てて
CAM」の話がありました。子どもの交通事故低減という。そうしたら、そこにかかっていた
市の予算が削減できました。われわれがクラウドファンディングを考えるときというのは、つ
いついアドオンの良さを獲得してくるという、純増の真水の部分だけ考えるわけなのですが、
それを獲得することで今の既存の予算を削減することができる。そこが非常に重要なポイ
ントだと思いました。
　もう一つはレッサーパンダの話がありましたが、あそこの動物園がオリジナルトートバッ
グを作ったり、壁掛けの時計を作ったりするのは、新商品の開発であって、その動物園の商
流の拡大ですね。新規のビジネスをそこで作っているということがあります。つまり、このク
ラウドファンディングは単純に何か面白いことをやるというだけではなく、市の既存の良さを
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削減する一つのトリガーとなり、その次は市内の事業者の収入を拡大するための新商品開
発です。この二つをちゃんと手当しているというところが非常に素晴らしいと思いました。こ
こは意識されてやっていることなのですか。

（今川）そうですね。そういったことも最初からたまにありまして、商工の部署などと共同で
やっています。いろいろなところで先ほど動物園を作った会社や京セラの話も出たのですが、
一緒に連れて行って、オリックスさんの球団グッズとして採用が決まりました。そういうこと
でどんどん広がっていって、今、ふるさと納税や、FAAVOの方でも、「こんなのを使ってく
れませんか」という問い合わせがかなりあります。
　今年は特にふるさと納税が500品ぐらい募集があったでしょうか。私の方で何ならしま
しょうかと、眼鏡、繊維、漆器を中心に全業種に声を掛けたのですが、かなり今までなかっ
た所も積極的に、「こんなの使えないか」などとあります。それは新たなビジネスにつながっ
ているのかなということで、商工の担当者も一緒に、今ではお礼の品になると商工の担当
者も連れて来て、一緒に話をして、何かを生み出せないかとか、例えば眼鏡屋さんでも、眼
鏡のセルというのですが、それを使ってこういうアクセサリーなどはできませんかというの
を、逆に商工サイドからも提案しています。すると、いろいろなものが出てきて、そこでヒッ
ト商品なども出ています。そういったものが大きい例ですが、最初から狙っていたのが、今
ちょっと形になってきたかなと思います。

産官金連携
（保田）ありがとうございます。福井銀行ですと産官金連携ですね。この産官金の金の連
携を絡めると、やはり霞ヶ関の反応が非常にいいのです。特に預貸率です。金融機関の預
貸率が地域の信用金庫ですと50％を切っています。地銀さんでも大体50％ぐらいですとい
う中においては、やはり信用金庫の与信、貸す割合が高まると、金融庁の受けがよくなりま
すし、霞ヶ関の受けがよくなって、非常にサポートが安くなります。恐らくこれは大阪でも同
じで、地場の信用金庫との連携というのはいろいろできると思うのですが、FAAVO大阪の
方では信用金庫や第一地銀や、その辺との連携みたいな事例は出てきますか。

（酒匂）今はまだ公式な連携というのはないのですが、ヒアリングなどは結構来ていただ
いています。どうしても大手さんに向いているところがあるので、これはもう少し信金の方が
くみしやすい部分があるのかなと思うので、そこのＰＲポイントをどれだけFAAVOの地域
密着型として出せていくかというのが、今課題として感じているところです。

（保田）なるほど。ありがとうございます。鯖江市の方では、先ほどの福井銀行などは、例
えば、クラウドファンディングで資金を調達しましたという人は、次は事業を拡大していくと
か、あるいはクラウドファンディングだけでは足らないところのお金を当初の運転資金とし
て数百万円ぐらい地元の金融機関がお金を貸し出すみたいなことはもう発生していますか。
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（今川）はい。恒常的に発生しています。

（保田）だからこそ、あの少ない手数料でもやってくれるし、本来は行政の方で負担しなく
てはいけないようなコストも彼らが広く負担してくれるという、そういうイメージなのですよ
ね。

（今川）はい。

（保田）ありがとうございます。大阪は都市圏ですので、あそこまで金融機関とのタッグと
いうのはなかなかイメージしづらいかもしれませんが、ただ信用金庫や信用組合であれば
可能性があるのかなと、お話をお伺いしていて思いました。

手数料について
（保田）あと、鯖江市の場合は、10％の手数料です。他は基本的にクラウドファンディング
のプラットフォームは、20％の手数料です。お話をお伺いして、本気でクラウドファンディン
グをやりたいのであれば、鯖江市に事業所をオープンして、FAAVOさばえで資金調達をす
れば、調達コストが安く済んでいいなと思ったのですが、そんな動きは出ていますか。

（今川）実は福井市に本社を置く一部上場企業があるのですが、そこが使いたいというこ
とで、営業所を使って、営業所と言っても一人しかいないのですが、マンションの一室を一応
営業所としてやるということです。今回大きなプロジェクトで、これはトヨタのカーシートを
作っている大きな繊維会社なのですが、そういった動きとか、だいぶ拾うようにはしていま
す。鯖江市の眼鏡をアピールしたいとかとやってくれればあれなのですが、今そういう動き
とか、銀行も逆に引っ張ってこようとしてくれていますので、何でもいいから、営業所でもい
いからということで進んでいます。

（保田）そうするとサテライトオフィスの誘致みたいなものにもつながっているということ
ですね。

クラウドファンディングにおける差別化
（保田）あと２点ぐらいですが、FAAVO大阪、FAAVOさばえの両方の事例を聞いていて
も、お金を調達しましたというところは非常に分かりやすい事例でした。一方で、クラウド
ファンディングはこれから案件がどんどんと増えていきます。すると、差別化が難しくなって
くるのです。例えばお好み焼き屋さんみたいな事例がありますが、飲食店の開業は、世の中
にたくさんあります。新商品を開発しますというのもたくさん出てくる中で、一つひとつの案
件が埋没化していく可能性があります。なおかつ、クラウドファンディング自体が飽きられる
可能性もあります。そういう中では、いつかどこかのタイミングで差別化が難しくなって、今
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のような成功を続けることができなくなるかもしれません。そうなると、今の段階のプレー
ヤーの人たちは、今来たお客さんを固定客としてつかんで、末永い関係を持続するというこ
とが重要になってくるのだと思います。そのあたりに対して、何か取り組んでいる工夫があり
ますか。

（酒匂）弊社がプレーヤーとしての武将スーツであれば、リピート率は８割ぐらいになって
いるかと思います。かつ、弊社の東京と大阪のお店に来ていただいてオーダースーツをして
いただく、先ほどの先生のカシミヤの事例と同じように、店舗に来ていただいた方が、もうク
ラウドファンディングに関係なく弊社のお客さまになっていって、そこで顧客となって生み出
していく売り上げというのが弊社にとってはコアになってきます。その額を見ると、本当に１
プロジェクトの額を超えてきているのが、弊社がプレーヤーとして感じたことなので、それ
を今後続いていくプレーヤーさんにどういうふうに落とし込んでいくかというのがこれから
の描き方かなと思っています。

（保田）なるほど。商売でいうところのエントリー商材ですね。お店に入ってもらうための
商材、その後別の商品を買ってもらうという、ガソリンスタンドであればガソリンがエント
リー商材ですね。エントリー商材で顧客との関係を築いて車検でもうけるというのがビジネ
スなのですが、そういうのに近いかもしれないですね。

（酒匂）そうですね。

（保田）ありがとうございます。８割がリピーターということは、石田三成のスーツを持って
いる人は他の武将スーツも全部持っているということなのですね。

（酒匂）フルコンプリートしている方もいらっしゃれば、出遅れた方は、もう一回リバイバル
してくれとか、逆に、何々武将はいつできるんですかみたいな感じで、行列を仮想的に作っ
ていっているような感じもクラウドファンディングならではかなと思っています。

（保田）なるほど。ありがとうございます。鯖江市の方なのですが、鯖江市にとっての顧客
は誰でしょうか。

（今川）顧客は住民であり、今回もいろいろな方面で市の事業に関しては、市外、県外から
の方に同意を得て、今後いろいろな市政情報をTwitterやメール、LINEで送ります。余談で
すが、実は市長が、市長のLINEスタンプを作ったのです。30個全部出ているのです。これ
はあげてしまおうかと思ったら、あげられないらしくて、購入してくださいと言ったら、今、す
ごい勢いで売れております。
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（保田）それは誰が買うのですか。

（今川）誰でしょうね。私はずっと買わなかったのですが、その都度市長から、「作りまし
た」「作りました」と言われるのです。私は「知っています」と答えていたのですが、「作っ
たんだけど」と言うのです。ですから市の職員も買っているのですが、かなりの金額を
FAAVOに入れていただいた方や、市内の方などで今ものすごい勢いで売れています。120
円で売っています。「鯖江市LINEスタンプ」と入れると、牧野百男というLINEスタンプが
出てきますので、また購入をお願いします。（笑）
　このようにいろいろな情報を入れてお客さんに出すと、実は今月は仮面女子なのですが、
「広報をぜひ下さい」というのです。表紙がぼーんと出るのですが、ファンの方や、FAAVO
でやったことから欲しいということで、実は困ったことに、世帯数プラス何部しか広報を
作っていなかったのですが、来月号から広報を2,000部増やしてくれと担当の方から出てき
まして、嬉しい悩みです。FAAVOの情報なども常に載せています。

（保田）ありがとうございます。恐らく鯖江市の場合は非常に明確で、いろいろな特色があ
る地場産業があります。スライドで見せられると「ああ、すごいな。特色があるな。漆器が
あって繊維があって、製造のいろいろなものがあって、すごく特色があるな」と思います。あ
れは見せられるから特色があるわけであって、見せられないと特色は分からないですね。で
も、同じようなああいうものを作っている人たちは、例えば、八尾市や、大阪の他のいろい
ろな域内にもあるのです。それは多分見える化しているというところが一つ大きなところか
なと思っています。それを見える化して、大学さんなり企業さんなりとパートナーシップを一
生懸命アレンジして来てもらう。来てもらって交流人口を増やす。今はどこの自治体も交流
人口を増やす。ここでは関係人口という言葉を使っていたでしょうか。それはどこもやって
いることなのですが、単純に観光地として交流人口を増やしましょうと言っても、これは埋
没化していきます。そういう中で、ああいう地元の隠れた会社の技術などを積極的に職員の
方がセールスに行って、それを基盤として交流人口が増えていくというのが非常に明確なス
トーリーがあるなと、お話をお伺いして思いました。

コラボレーションの可能性
（保田）私から最後ですが、FAAVO大阪の方ですが、もしかしたら、大阪はどこまでがエ
リアかと思っているところがあるかもしれなくて、「FAAVO堺市というのはつくれるの？」
とか、「FAAVO八尾市ってつくれるの？」とか、あるいは「FAAVOの大阪×八尾市みたい
な形にして、手数料の一部を八尾市に落としてよとか、そういうコラボレーションの可能性
があるのかというのを聞きたいのですが。

（酒匂）実際に幾つかの市から、FAAVO何々市を大阪府内で立ち上げたいというような、
バチカン的なFAAVOの話というのはあります。それは私たちもすごく賛成です。鯖江市の
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例は本当にショッキングというよりも、エポックメイキング的な感じです。僕は吹田市で37万
人ぐらいの町なのですが、その何分の１かで3,000万円を２年足らずで調達したということ
がものすごく衝撃です。まだまだ大阪にも眠っているものがたくさんあると思うので、それは
もう非常に、FAAVO堺や、FAAVO岸和田や、FAAVO泉南とか、そんなのが生まれてきて
も全然いいかなと思っています。

（保田）なるほど。ありがとうございます。
　最後に一つだけ追加です。一方で今川さんの話を聞いていて皆さんがお感じになったの
は、「いやー、大変だな」と多分思ったと思うのです。市役所の中でも１割の人しかまともに
ビビットに反応が来ていない。９割の人たちはできれば触りたくないと多分思っているわけ
です。特に事業者の方から、「事業プランをどう作ればいいの」とか、いろいろこまごまとし
た相談が来るわけです。「そんなの聞かれても困るし」というのを聞いたときに、一つ思いま
したのは、「FAAVOさばえ」みたいな形で自治体が主体となるけれども、実際の企業さん
とのやり取りのところ、事業者さんとのコミュニケーションは酒匂さんのような会社にアウト
ソースするみたいな、そういうのが一つのやり口かなと思ったのです。実際に今、鯖江市の
方は、事業者さんとのやり取りは金融機関にアウトソースしているというイメージなのか、そ
こはまだ役割を抱えているのか、どちらでしょうか。

（今川）一部です。先ほどの福井ネットや金融機関がやるときもありますし、商工担当があ
るのですが、多分商工担当よりは私の方が、眼鏡・繊維・漆器の業者の社長などと会って
いる回数は多いです。多分市長の次にいろいろな人と会っているのは僕だと言われていま
すから。

（保田）そうすると今川さんの異動リスクを役場の中で抱えてしまうということになるわけ
ですよね。

（今川）そうですね。

（保田）そうなると事業者さんにしてみても結局、例えば今川さんが児童福祉課に行きまし
たとなってくると、今まで一生懸命事業のことを説明して理解してもらっていた人たちがい
なくなってしまったということになると思います。そこについては金融機関と併走しながらと
か、あるいは酒匂さんのような会社にアウトソースしながらみたいなのが、一つあり得る形
かなと思いました。
　それでは時間になりましたので、これで終了いたします。お二方に貴重な時間を割いてい
ただきましたので、大きな拍手をお願いします。
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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～」

開催日：平成29年８月30日
会　場：マッセOSAKA　５階　大ホール
講　師：株式会社トラストバンク　代表取締役　須永　珠代 氏
　　　　Ready f o r株式会社　経営企画部　　中川　和哉 氏

３．第４回「クラウドファンディングによる地域活性化研究会」
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　皆さん、こんにちは。トラストバンクの須永と申します。これから１時間ほどお時間を頂き
ます。ふるさと納税とクラウドファンディングがどのように関係があるのかなどを詳しくご紹
介したいと思います。

起業に至る経緯
　まず弊社のご紹介を少しさせていただきます。弊社は、「ICTを通じて地域とシニアを
元気にします」をミッションに2012年４月に設立しました。ちょうど５年が経ったところで
す。５年前に私は一人で起業し、50万円という資本金で会社を設立しました。会社は１円か
ら設立できます。50万円しかなかったので、それで設立しました。自分のワンルームで起業
したのですが、ミッションだけは決まっていたのです。いろいろ背景はあるのですが、それ
を話すと話が長くなるのでやめます。このミッションだけは決まっていたのですが、ではどう
やってこのミッションを達成したらいいのだろうというのは当初は全くノーアイデアでした。
　でも、この「元気に」というのがすごく曖昧な表現だなと思ったので、「元気」の定義を
付けました。元気とはどういうことか。私は、この経営の四つの資源と言われているヒト・モ
ノ・お金・情報がきちんとしかるべきところに循環している状況を元気であると定義しまし
た。ここがうまくいかなくていろいろな弊害が起こってきます。ですから、これらを循環させ

講演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」

講師：株式会社トラストバンク代表取締役　 須永　珠代 氏

講師プロフィール

【出身地】群馬県伊勢崎市（旧：佐波郡東村）
　2000年から一貫してWeb業界に携わり、WebデザイナーからWebディレク
ター、Webプロデューサーを経て、Webマーケティング全般を学ぶ。
　前職ではWebコンサルタントとして、Web上のショッピングサイトの売上を伸
ばすためのコンサルティングを大手企業を中心に提供。ECサイトの戦略、戦術
立案から構築まで計100以上のサイト立上げの経験者。
　2012年４月にトラストバンクを設立し、同年９月、ふるさと納税総合サイト
『ふるさとチョイス』を立ち上げる。地域に「ヒト」「モノ」「お金」「情報」を循環させるにはどうし
たらよいかを考え、「お金」が直接地域に動くふるさと納税に着目。ふるさと納税を通じた地域支
援のため、全国の自治体を訪問し、お礼の品の開発提案から観光誘致提案、資金調達支援等を行
う。
　2014年１月より、日本初となる「ふるさと納税全国セミナー」を全国100か所以上で実施。述べ 
5,000名以上がセミナーに参加。
　2015年12月、日経WOMAN「ウーマン・オブ・ザ・イヤー 2016」大賞受賞。
■著書「1000億円のブームを生んだ 考えぬく力」（日経BP社）
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よう。地域に循環させる方法は何があるかと思ったときに出会ったのがふるさと納税だった
のです。ふるさと納税であれば、これは寄付という形を取っているので、寄付という形で資
金調達でき、地域にお金が流れると思ったのです。地域にお金がどのように流れるかの詳
細は後ほどまたお伝えします。そうすると、いろいろなお肉やお魚が送られてくるというくら
いは皆さんはご存じだろうと思いますが、モノが送られてきます。そして、複合的な要素はた
くさんありますが、最近ではふるさと納税をきっかけにヒトが循環し始めています。
　ただ、2012年の起業した当初は、ふるさと納税は可能性がすごくあるのになかなかうまく
いっていないように見えたのです。何が足りないのか。やはり情報だなと思いました。そこで、
情報が全部集まるインターネットサイトがないから、これを作ってみようということでできた
のが、ふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」です。ふるさと納税でふるさとを選べま
すね。それで、ふるさとを選べる「ふるさとチョイス」という名前にしています。
　このふるさと納税をやろうと思った
2012年当初に、私はふるさと納税と
いう言葉は知っていましたが、実際に
どうやるのか、どういう意味があるも
のかは実は全く知らなかったのです。
ふるさとにしか寄付をしてはいけない
と思っていました。でも、そうではなく
て、どんな自治体にでも自分の寄付
先を選ぶことができるということが
分かりました。また、お肉がもらえる
とかお野菜がもらえるということも全
く知りませんでした。そして、なんと、寄付したお金はほとんど全額控除されるのです。「と
いうことは、リスクはないのでは？」と思ったのです。それなのに、なぜふるさと納税はみん
なよく分かっていないのだろうと思ったのです。
　このふるさと納税を私がやりたいと思ったきっかけは、リスクがないというところだけで
はなくて、もう一つ使い道が選べるのです。皆さんは税金の使い道は直接的にはなかなか
選べないですね。自動的になくなっていくものだと私は認識していたのですが、ふるさと納
税であれば、自身が払っている住民税の一部を自分の意思でこの自治体のこの使い方に
してほしいというふうに、要は税金を移動するような形が取れるのです。これはすごいなと
思ったのです。自分の税金は、今まで取られて「何だよ」と文句しかなかったのが、少しでも
自分の意思が反映できると思ったら、「それ、いい制度だな」と思ったのです。
　日本で一番初めにReadyforさんがクラウドファンディングを立ち上げていたのが2011年
ですから、2012年はまだクラウドファンディングが日本で始まったばかりで、IT企業のよう
な一部の人たちしか知らないようなものであったのです。でも私はこのふるさと納税の本当
の仕組みを知った瞬間に、「これは自治体が主体となって行うクラウドファンディングでは
ないか」と思ったのです。ここに興味を持ってふるさと納税というところを事業化してみよう
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と思いました。
　ただ、2012年当時、ふるさと納税の市場規模は100億円前後をうろちょろしていました。
こういうときに私も全然ふるさと納税を理解していなかったし、ふるさと納税をしようとし
たらすごく大変なことが分かったのです。何が大変かというと、せっかくこんなにふるさと
納税をしたいという気持ちになっても、まず自治体のホームページに行きます。ふるさと納
税のことがほとんど載っていません。検索して検索してやっと自治体のホームページの奥の
奥の方に見つかったPDFを開きます。すると、「申し込み方法」と書いてあり、「ファクス下さ
い」と書いてあるのです。「ファクスか。持っていないです」みたいな感じだったのです。ま
たは、「日中お電話ください。８時半から17時まで」と書いてあります。「働いていて結構忙
しいんですよね」という感じだったのです。ここで、ふるさと納税のハードルが三つあるなと
思ったのです。浸透するまでに必要な三つのハードルがあって、この三つを全部越えないと
ふるさと納税は多分広まらないと思いました。一つ目が面倒くささです。これが簡単に申し
込めれば、やる人が少し増えるのではないかと思いました。
　そして二つ目は、先ほど言った情報です。情報が本当に奥の方でPDF化されているので、
なかなかインターネットで検索しても出にくくなっているのです。最近はかなり検索エンジン
も拾ってくるのですが、情報が煩雑です。しかもフォーマットもバラバラです。これをもう少
し見やすくしたいと思いました。
　さらに、今でこそいろいろなお礼の品を皆さんは見たことがあると思います。テレビなど
でも紹介されていますが、すごくすてきな写真が使われているのです。でも、当時はお肉な
どを出している自治体があったのです。2012年でもそういうのを始めている自治体は結構
ありました。10とか20という単位でやっていました。でも、お肉が変色しているのです。変色
したお肉でも平気で載せるみたいな感じだったので、情報をちゃんと整理したいと思いまし
た。
　三つ目は、確定申告をしないと税金が控除されないのです。私もずっとサラリーマンでし
たから、確定申告などしたことがないのです。確定申告と聞いた時点でもう拒否反応があり
ました。これがどうにかならないかと思っていました。
　実はこの後、この三つのハードルを全部クリアできることになるのです。二つ目のハード
ルまでは自分でできると思ったのです。三つ目の確定申告をなくすというのは、一民間企業
ではできないです。制度の問題ですので国が決めてくれないとできないです。ですから、三
つ目は諦めて、この二つのハードルを乗り越えようと思いました。そして生まれたのが「ふる
さとチョイス」です。
　乗り越えたのはいいのですが、そのふるさと納税をクラウドファンディングでやりたいと
言ったら、多分ふるさと納税もよく分からないのにクラウドファンディングもまだまだ知って
いる人しか知らないので、絶対に広がらないなと思いました。絶対に無理だと思いました。
ですから何をしたかというと、やはりふるさと納税でこんなに楽しくていいことがあるよと
いうことをとにかくPRしようと思いました。そうでないと、いきなりクラウドファンディングと
いう税金の使い道を選ぼうとかというと、気持ち悪くないですか。起業しました。たった一
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人でやっている会社です。資本金は50万円ですという人が、「税金の使い道を皆さんで選
びましょう。寄付をお願いします」と言っていたら、多分怪しい人ですね。ですから、楽しく
て、「みんなで探してみよう」みたいな、「しかも簡単だし」みたいなことにすごく注力しまし
た。そこが今、いろいろな批判を受けているのです。その話もまた後でしたいと思います。

　今では掲載自治体数は、1,788自治体全て掲載しています。掲載
は無料ですので、どうぞ掲載していっていただければと思います。
クレジット決済が「ふるさとチョイス」からできる自治体数が1,300
を超えています。自治体数の７割に達しています。
　そのお礼品があります。お肉とかカニなどです。それが13万点あ
ります。そして、これはすごいのですが、15万点中、たったの１週
間で１万3,000点が更新されているです。10分の１が１週間で入れ
替わるような新しい品です。地域の地場産業のものが掲載されて
います。そして、今回一番重要な、選べる使い道です。どの自治体

の「これに使ってね」というものです。それが１万件を超えています。その他は見ての通りに
なります。この後またガバメントクラウドファンディングについて詳しくご紹介していきます。

ふるさと納税とは
　ふるさと納税の担当者でない方も多いですので、簡単にふるさと納税を振り返ってみま
す。これは2008年にできた制度で、もう今年で９年目に入っています。元々、地方間格差の
是正指導が目的です。私は群馬県伊勢崎市というところで生まれ、高校生までの18年間育
ちました。でも、いざ働いて税金を納める年になると東京に来て、東京に税金を納めていま
す。これはちょっと不公平ではないかというところから始まったのがふるさと納税なのです。
　私も人生が80年とすると、４分の１近く群馬県伊勢崎市にお世話になったのに、伊勢崎
市には１円も税金が落ちないというというのは不公平です。それならば東京都にいる私た
ちのような人が、その税金の一部を自分のふるさとに移動できるような仕組みにしようとい
う発想からふるさと納税が生まれました。「納税」という言葉が付いているのですが、法律
上は「ふるさと寄付金」というのが正式名称です。それは、納税という研究会があって、そ
のままこの言葉が通称として使われているのです。「ふるさと寄付金」というのが本当の名
前です。
　これもエピソードがあり、2012年当初は総務省の市町村税課というところが管轄なので
すが、そこにごあいさつに行ったのです。怪しい私がです。「こういうのを始めました。『ふ
るさとチョイス』というものです」とごあいさつに行ったときに、私が、「ふるさと納税が、ふ
るさと納税が」と言ったら、そこの担当課の方が「須永さん、『ふるさと納税』は間違いで
す。『ふるさと寄付金』と言ってください」と言われて、「すみません」と言いました。その当
時、確かに総務省のホームページを検索すると「ふるさと寄付金」と載っていたのです。今、
総務省のホームページを検索すると「ふるさと納税」と書いてあります。「あれ？　まあいい
か」という感じです。
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　そういうことで、実は寄付という概念から始まったのです。それが控除されるので、税
金が移動するのと似ている形を取るので、「ふるさと納税」という言葉をそのまま使ったの
だと思います。実際は、元は寄付金なのです。個人が2,000円を超える寄付を行ったときに、
住民税のおよそ２割が全額控除されます。ただ、この全額というのは、その方の給与所得
や家族構成、または株式などをやっている方はその株式の売却益などによって上限額が決
まっています。ざっくり言うと、年収400万円から600万円ぐらいの人が、３万円から７万円ぐ
らいふるさと納税をしても全額控除になります。年収1,000万円ぐらいある人は10万円から
17万円ぐらいです。独身の人だと年収1,000万円ぐらいあると17万円が控除の対象になりま
す。年収１億円ぐらいの人は、所得税の税金も数値に考慮されるので、一気に上がって400
万円ぐらいふるさと納税をしても、ほとんど自分の持ち出しはないのです。税金が控除され
ます。またこの後詳しく言います。

ふるさと納税の流れ
　例えば年収600万円ぐらいのサラリーマンの方だったとします。奥さんが専業主婦だとす
ると、この方は年間に大体６万5,000円ぐらい寄付できます。年間というのは１月～12月まで
です。その方は例えばＡ町に１万円、Ｂ市に１万円という形で、このようにふるさとでなくて
も、どの自治体でも寄付することが可能です。1,788自治体に１万円を寄付してもいいので
す。何でもいいのです。
　この方の場合、全部で６万5,000円寄付したとします。すると、寄付した先によってお礼の
品が用意してあったりします。していない自治体もまだまだたくさんあります。感謝状だけと
か、ある自治体は、首長さんが直接電話をしてお礼をするということをやっていたのです。で
も、ふるさと納税ですごく寄付の件数が集まり出して、「もうかけられない」と言ってギブ
アップしたという話などがよくあります。そのような感じで、お礼はさまざまですが、お礼品
ばかり注目されるのです。分かりやすいですからね。
　これは、Ａ町に寄付するときにお野菜などを選べるのです。実はお礼品だけではなくて、
先ほど言った使い道も選べるのです。Ａ町のこれに使ってくださいと選ぶのです。ほとんど
の自治体は選ばないといけなくなっています。これがクラウドファンディングにつながること
になります。
　私も毎年群馬県伊勢崎市に寄付をします。そのときに例えば高齢者の福祉の充実という
ようなものがあったり、子どもの教育などがあります。今のところほとんどの自治体さんは
使い道がざっくりしています。自然環境保護にとか、そんな感じです。だから、私は伊勢崎
市の高齢者の支援にというのにいつも寄付しています。それは、伊勢崎市に私の両親が住
んでいるので、間接的に自分の両親のために自分の税金を使ってほしいということを指定
できるようになるのです。ここがGCFになります。
　では、６万5,000円寄付しました。今の状態だと６万5,000円のキャッシュはなくなってい
ますね。その後、何をするかと言いますと、自治体から寄付金受領証明書が送られてきます
から、それらを全て確定申告をする。または、ワンストップ特例というのが実は２年前にで
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きました。これが、先ほど言った三つ目のハードルです。確定申告をしなくても控除になる
という制度に変わったのです。それはどんな方法かと言いますと、ワンストップ特例用紙と
いうＡ４で１枚の用紙がありまして、そこに名前などいろいろ記載して、寄付をした自治体に
その紙を郵送するだけで控除申請が終わりになります。今はマイナンバーがあるのでマイナ
ンバーのコピー等の添付が必要になりますが、それを行うだけで確定申告をしなくても控
除になります。ただし、条件があります。寄付するごとに提出が必要であるとか、提出され
る先は１月～12月の１年間で５団体までなど、幾つか制約事項はあります。しかし、その制
約事項内であればワンストップ特例申請、つまり確定申告をしなくても、その都度この紙を
自治体に郵送するだけで控除が完了します。
　控除が完了すると何が起こるかというと、確定申告の場合は6,400円が所得税からチャリ
ンと戻ってきます。そして、翌年の住民税のお知らせが来ます。今年はあなたは幾ら払って
くださいみたいなものですが、そこから５万6,700円引かれます。つまり、本来払わなければ
いけない住民税から５万6,700円が引かれるので、来年の住民税が安くなるというイメージ
というか、住民税を先払いしているようなイメージです。確定申告はそうなります。
　ワンストップにすると、なぜか制度上、この６万3,000円というのが、全部住民税から差し
引かれる形になります。所得税からの還付はありません。ここはそういう制度設計になって
います。ただ、両方とも６万3,000円の控除というのは変わりません。返ってきたり、差し引
かれたりする方法が違うということです。
　ということは、この方は６万5,000円を、例えば昨年寄付しました。そして翌年、確定申告
がワンストップしたから、６万3,000円控除されています。ということは、実質負担されてい
るのは2,000円です。2,000円の負担でいろいろな物を頂けています。これは2,000円では買
えなさそうな感じがします。これがふるさと納税のメリットだと言われています。ここがいろ
いろ賛否両論があるわけです。
　でも、一番重要なのは使い道だと思うのです。これはお礼の品で起こっていることであっ
て、自治体がその寄付金をどうやって使うか、どうやって活用するかというのは本当に一番
重要です。元々ふるさと納税はここの部分にフォーカスしてつくられたものであり、お礼の品
はおまけで付いてきたものです。
　では、「自治体は本当にそれでもうかっているのか」という意見をよく聞きます。この前、
新聞に出ていたのですが、一部の自治体ではこうでないケースもありますが、ふるさと納税
を頑張っているとか、取り組んでいるという自治体の９割以上は、このようなお金の流れに
なっていると思います。例えば寄付をする方が、ある自治体に１万円寄付しました。すると、
自治体に寄付が入ります。そして、事業者・生産者、農家の方や漁師の方、加工品を作って
いる事業者の方などに、「3,000円でそれを買います」と、自治体が買っている感じです。そ
して、このお礼の品が、先ほどの寄付をしてくれた人に届くという形になります。
　それ以外にいろいろな人件費や送料がかかります。例えば、1,000円から2,000円ぐらい
かかるとすると、自治体に残るお金は5,000円から6,000円ぐらいになります。このようなお
金の流れになっています。つまり、その生産者や事業者、この3,000円の部分にすごくフォー
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カスされていろいろなニュースを聞きます。ここが駄目だとかいいとかいう議論をしているの
です。確かにそこの議論も重要だと思います。ただ、やはり一番重要なのは自治体に残るこ
のお金をどう使ったらいいのか。これをどういう目的を持って活用するかが一番重要だと思
います。このように、自分の意思がふるさとに反映できる仕組みですから、「あなたの意思
をふるさとに」をキャッチコピーにしています。
　ふるさと納税というとお礼の品というイメージが大きいと思うのですが、「ふるさとチョイ
ス」は、今日お話しするガバメントクラウドファンディングもそうですし、寄付をして旅に出よ
うとか、伝統の技を守ろうという技のわざもりや、災害支援などをやっています。大きく三つ
のメニューを用意しています。お礼の品については、地場産業の発展にすごく寄与していま
す。こちらもいろいろとデータを調べているところなのですが、本当にこれによっていろい
ろな町の変化が訪れています。そして今日主体となるガバメントクラウドファンディングにつ
いては、課題解決の資金調達としても活用できます。そして交流人口の増加や、もちろん伝
統の技の継承など、これもお礼の品で伝統工芸品が出るだけではなく、その残った使い道
を若手の職人さんの育成に使ったりして、すごくお金が回り始めているのです。お金で人が
回り始めています。そして災害支援などもできています。災害時の資金調達はすごく重要で
す。しかもふるさと納税の場合は、本当に即座に自治体の口座にお金がダイレクトに入って
きますので、自治体の条例等によるのですが、即座に災害時に活用できる資金として大変
有効だという話をよく聞いています。これはぜひいろいろな自治体さんに条例を整備してい
ただきたいと思います。やはりどうしても災害時には、国からの補助金などを待つまで、結

構時間が空いてしまいます。その間に
使える有効な資金源になるのではな
いかと思っています。
　それ以外にもいろいろなリアルイ
ベントをやっています。100自治体が
集まる大イベントや、チョイスLIVE
通信などもやっています。今はふる
さと納税の担当者だけでやってます
が、今後はいろいろな角度でこういう
ライブ配信をやっていきたいと思って
います。ここは何をやっているかとい

うと、ふるさと納税の最新情報を伝えるのはもちろんなのですが、それ以外にウェブマーケ
ティングのノウハウや、いろいろな自治体の成功事例、もちろんガバメントクラウドファンディ
ングの成功事例、災害時にすることや、条例の作り方とか、何々市の場合などという、とにか
くいろいろな事例、きふたびの事例、わざもりの事例など、いろいろな事例をここで配信す
ることによって、リアルタイムでいろいろな自治体に聞いていただきたいという思いでやって
います。これはYouTubeで流しています。
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ふるさと納税の市場
　では、ふるさと納税の市場をご紹
介します。2008年から始まったという
お話をしましたが、大体100億円弱か
ら100億円超みたいな数字が、ずっと
６年間続いて、2014年でぐっと上が
り、４倍の389億円という数字になっ
ています。「ふるさとチョイス」がここ
でできたのです。そしてさらに2015年
で、389億円から、４倍の1,600億円
になっているのです。
　このときに何が起こったかというと、例のワンストップ特例制度です。要は、５個の自治体
までならば確定申告をしなくてもいいという制度です。もう一つは、先ほど私は住民税の約
２割までが控除になるとお話ししました。でも、実はここまでは１割程度だったのです。そ
れが、ここで倍になりました。だから、今までふるさと納税をしていた人は、単純にほぼ倍
の寄付ができるようになりました。控除の上限がなくなったので、ここが４倍になっていま
す。そして昨年度は1.7倍ぐらいになっています。ここは特に制度改正等は何もなかったので
すが、自然増みたいな感じで1.7倍の2,844億円という形になっています。
　この2,844億円を大きいと捉えるか小さいと捉えるか、いろいろな見方で数字は変わって
くると思うのですが、私が一番すごいなと思ったのは、500を超える団体が１億円以上を集
めているのです。これは本当に裾野まで寄付金が行き渡り始めているなと、すごく実感しま
した。１位は70億円という寄付を集めているのですが、トップ20ぐらいの自治体が、いろい
ろとお礼品について物議をかもしていたりします。そうでないところもあるのですが、是正
されつつあります。来年度は恐らくトップ20にすごい寄付金が集まることは恐らくなくなる
と思います。もっと平たくいろいろな寄付がまんべんなく行くような形になってくると思うの
です。
　でも、私はまだまだこの市場は伸びると思っています。住民税が12兆円ありますから、そ
のうちの２割は２兆円ぐらいです。昨年は2,800億円ですからまだまだ市場としては10％程
度ではないかと思っています。これからも自然増はしていくのではないかと思っています。

ふるさと納税による自治体の変化
　自治体にはいろいろな変化が起きています。「こんなにカニをもらいました」とか、「食費
が浮きました」とか、寄付者ばかりがフォーカスされてそんなことが言われるのですが、実
は本当に住民や自治体や事業者にものすごい変化が起きているのです。このようにお礼品
で事業者が潤うことによって、使い道で自治体がこのようにお金の流れが分かれます。そう
すると事業者さんにいろいろなノウハウや、場合によってはＵターンする人もたくさん増えて
きています。これは特に小さな自治体での影響力が大きいです。そして、そこからまた税収
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増が生まれてという好循環が生まれ
つつあります。
　ただ、一番重要なのは、自治体が
どうやって使うか、どう政策実行をす
るのかということです。自治体さんが
本当にやるべきこと、住民サービスで
本当にやるべきことに、還元ができ
るかどうかというのはここで決まって
くると思います。やはりいいクラウド
ファンディングのプロジェクトや、共感
を呼ぶプロジェクトを企画して自治体

さんが推進する、または住民の方と一緒に推進することがすごく意味がある形になっていく
のではないかと思っています。弊社としても力を入れたいと思っています。
　ここは大阪なので、もしかしたら出ていく税収の方が多いという自治体さんも多いのでは
ないでしょうか。あまりいい気はしないですよね。そもそも都市部に集まり過ぎた税収を、少
しみんなで地方に流そうよというのが元々の趣旨ではあったけれども、お礼の品を出して
取っていくのはどうなの？もちろん嫌ですよね。ですから、こんなふうに言われるわけです。
地域対都市部とか、力を入れている自治体と力を入れていない自治体みたいな感じにも一
部なってきたりしています。でも、おおよそはこんな感じになっているのではないかと思うの
です。でも私自身は、確かにふるさと納税はそもそも都市部から少し流出させよう、地域に
拡散させよう、是正させようという意図ですから、その意図通りになってきたのではないか
と言えばおしまいかもしれません。
　でも、私自身の考え方としては、ふるさと納税はすごく活用しがいのある制度なのです。
先ほどの災害もそうなのですが、ものすごく自治体連携が生まれたりしているのです。これ
からも絶対に生まれてきます。ふるさと納税を活用してこんなことができた、こんなことを
したみたいな自治体さんが絶対に出てくると私は思っています。すごくアイデアの出しがい
があるのです。私自身は、やはり課題解決、民意の反映としてふるさと納税を活用しようと
思っています。
　ただ、これが別にふるさと納税でなければいけないとは全く思っていないです。ふるさと
納税は、その課題解決のためのツールの一つであると考えています。ただ、結構強力なツー
ルではあるので、活用したらどうでしょうというお話をさせていただいてます。新しいステー
ジへという形で、今年「ふるさとチョイス」は課題解決プラットフォームへということをうたっ
ています。

ガバメントクラウドファンディングの事例
　やっとクラウドファンディングの事例に行きたいと思います。どんな事例があるかをご紹
介したいと思います。例えば鳥取県江府町です。３年ぐらい前でしょうか、私は江府町に
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行ってきました。ここでかやぶき小屋を修復しようという修復事業をやっています。本当に
少ないのですが、江府町の数千人という町にとってはすごく重要なかやぶき小屋です。これ
が写真家の方が来てくれたり、唯一の観光資源なのです。そこをボランティアの方たちと精
いっぱい今までやっていたのですが、なかなかやはりお金が付いてこないということで、目
標を100万円でやっています。今５万円ということで、頑張ろうという感じですが、このよう
なプロジェクトをやっています。江府町で大山というすごく美しい山があるのですが、そこ
で取れたお礼の品などがもらえたりします。
　あとは、打って変わって、東京都文京区さんです。これはとても大きな自治体さんです。こ
こで「こども宅食」というのをやっています。これの面白いところは、もちろん文京区がこれ
の旗振りをしているのですが、プロジェクトオーナーは「こども宅食コンソーシアム」という
ところがなっているのです。これはどういうことかというと、文京区では隠れた子どもの貧
困がすごく問題になっているのです。大阪府でも恐らくそういった課に所属している方はご
存じかもしれません。例えば年収200万円台で、東京で一人親でという家庭がものすごく多
くいるらしいのです。それが文京区で、分かっているだけでも1,000世帯ぐらいある。要は
1,000人以上の子どもたちがそういう状態にあります。その子たちの生活は、家庭に行くと
冷蔵庫の中は本当に空っぽというのが当たり前という状況らしいです。なかなか今は隠れ
ている貧困は見えないのです。お母さんたちもなかなかそれを訴えられない。そんなことが
ばれたら子どもがかわいそうだからと言って、ひた隠そうとするらしいのです。
　そこで、それらをLINEで申請できるようにしたら、ものすごい数の申請が来たそうで
す。やはり区役所に行って手続きをしてというと、周りに知り合いのお母さんなどがいたりし
て、「何々さん、何かね」というのが怖いのですね。自分はいいかもしれないですが、子ども
がそれでいじめられたら嫌だという感じで、みんな隠すらしいのです。それで、その子ども
に、要は食料を届けたい。でも、助けてあげたくてもなかなか文京区はその予算を持ってい
ません。それで、これはNPOと組んだ事例になりますが、NPOがいろいろな企業、例えば、
カゴメなど大手企業が食品を廃棄するものがあったりします。そういうものを集めてその子
たちに配ってあげようという活動を始めました。でも、その配るにしても、その食品を集めて、
食品を保管する倉庫を用意して、1,000世帯に配るということで、かなり運営費がかかりま
す。それが2,000万円ぐらいかかりますということで、2,000万円を目標でやっています。既
に100.8％で、目標額は達成しています。165日の目標予定で39日ぐらいで達成しました。こ
れもLINEで呼び掛けて、この2,000万円で250世帯か300世帯ぐらいまでの金額だったら
しいです。まさかそんなに申請があると思わなくて、1,000世帯ぐらいはあるだろう、だから、
そのうちの２割ぐらいは申請してくるかなと思って、運営費として2,000万円という数字にし
たのですが、文京区からこの情報が出た瞬間にLINEの申請が多くなって、500を超える世
帯から、「これをお願いしたいです」という声を頂いたそうです。だから、また追加の資金調
達をしたいと思います。
　これの特徴は、文京区がやったということです。そしてもう一つはNPOや企業などが無
料で提供してくれるわけです。企業が協力してくれる。そして運営はNPOが協力してくれる。
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資金調達は自治体が行う。というふうに、いろいろな参加者が協力してこのような取り組み
が生まれてくるということです。もう一つは、100％は運営費に回したいので、お礼の品はあ
りません。お礼の品をもらうぐらいだったら、子どもにあげてよという人たちが寄付をしてく
れているので、野菜が欲しいから、文京区の商店街で使える券が欲しいからとか、そういう
訳ではないのです。ですから、寄付をしてもお礼品はありません。でも、このように、自治体
側は主体者ではなくて、資金調達をする窓口として機能しているだけなのです。運営側は
NPOであったり、食料を提供してくれる事業者であったり、企業であったりするということ
です。こういった取り組み、これと似たような取り組みを、もしかしたら皆さんの町でももう
やっていませんか。規模の大小はあると思います。でも、ふるさと納税の窓口を開いてあげ
るだけでこのような解決が、資金調達という部分に対しては皆さんの力で窓口を貸してあ
げることができるわけです。これは本当にものすごい勢いで資金調達がされた事例です。
　いろいろな応援メッセージがあります。「子どもの貧困は個人的に何より取り組みたい課
題です」とか、「この活動を応援します」、「官民協働で既存の仕組みをうまく生かした素晴
らしいプロジェクト」、「他の自治体もまねしてほしいです」という、いろいろな声を聞いてい
ます。
　あとは夕張高校です。これも700万円の目標金額に対して、１か月ぐらいで1,200万円が集
まりました。これはお礼品をもらえます。夕張メロンや夕張メロンカステラや、これはメロン
ではないという感じですが夕張メロン熊グッズなどです。私も夕張市に何度か行っているの
ですが、高校生の若い子たちが自分たちでどうにかしてやるのだという気持ちがすごく強い
のです。本当にこの人たちの気持ちが通じているなと思う1,200万です。こんなに集まること
は本当にないのです。
　何をしたかというと、夕張高校の生徒会長に今の実態や、夕張高校の取り組みをライブ
配信させていただいたのです。それが新聞記事になって、その記事を見た夕張市出身のあ
るおばあさんが、多額の寄付をしてくれたというのを聞いています。このように情報発信を
すると、高校によってはそういった方も現れたりするのかなと思います。やはり、何度か夕張
高校のプロジェクトをやっているのですが、生徒会長が本当に地元をどうにかしたいという
思いが伝わったのだなと私は思っています。
　もう一つ、東京都の事例をご紹介します。東京都墨田区です。墨田区は面白い取り組み
をしています。墨田区独自のページの中にいろいろなクラウドファンディングが立ち上がっ
ています。どんなものかというと、交流農園を作ろうとか、音楽で町を元気にしようプロジェ
クトとか、ハロウィンをしようというイベントなどです。マナーキッズ大使などは教育系です。
こういうものが290万円とか、音楽は2,000万円とかです。これは音楽の町を目指していまし
て、墨田区はいろいろなプロジェクトをこのようにクラウドファンディングで行っています。
　墨田区の狙いは何かと言いますと、これはすごく私は共感したのですが、どうしても自治
体は公平にしなければ、平等にしなければいけないというふうになりますね。もちろんそう
だと思うのです。でも、そればかりを言っていられないなとか、ここだけはもっと助けてあ
げたいなというのがあるのではないでしょうか。この人だけはもう少し支援してあげたいな、
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この団体だけはもっと支援してあげたいなという気持ちがあったりしますね。しかし、自治
体なのでなかなかそういったことはできません。そこで墨田区が考えたのは、このクラウド
ファンディングを立ち上げるのは平等に公募します。したい方は手を挙げてくださいというこ
とで、まず手を挙げた団体が先ほどの団体なのです。交響楽団や、イベントを主催する何と
かチームであったり、NPOであったり、企業であったりもします。そういう手を挙げる人をこ
のようにクラウドファンディングの窓口だけ提供します。集まるかどうかは寄付をする人が決
めるから墨田区のせいではありません。例えば、Ａというプロジェクトだけものすごく集まっ
ています。Ｂというプロジェクトは全然集まっていません。でも、それは墨田区が分配した
わけではなくて、寄付をする方が決めたことだから墨田区は平等にプラットフォームを用意
しましたよという形を取れるわけです。墨田区もそういう思いがあったのです。この楽団だ
けは絶対に墨田区としてはなくしたくない。でもすごく経営状態が厳しい。だからその楽団
を救うためにこれを思いついたのです。もちろん楽団以外にもすごく頑張っている起業家さ
んたちが集まっている団体があるのです。でも、そこだけに補助金を出すわけにはいかない。
だったら、その素晴らしいプロジェクトを発信しよう。そして、資金調達はふるさと納税で行
おうということなのです。そういった発想から墨田区は、このように区全体でGCF（ガバメン
トクラウドファンディング）をやろうよという話をしています。
　他にもたくさん紹介したいのがあるのですが、例えば熊本地震で壊れた陶芸家の器を
金継ぎで直そうというプロジェクトです。金継ぎは漆職人さんしかできないらしくて、熊本で
見つからなくて、輪島市の漆塗り職人さんを人づてで見つけて、金継ぎでよみがえらせたの
です。割れた破片を全部つなぎ合わせて金継ぎをしているのですが、私も実際に持たせて
もらいました。この金継ぎという技術は本当にすてきなのです。この破片を組み合わせて
金継ぎしたのがこれです。これを熊本の復興の象徴としていろいろなところに飾ったり、ま
たはその周りで熊本の陶芸家が販売をしたり、もちろん輪島市の漆塗りも販売したりという
ことを全国を行脚する予定です。復興に向かってこういった災害も忘れないようにしようと
いうプロジェクトなのです。このプロジェクトはほとんどみんなボランティアなのです。ボラ
ンティアの皆さんが走り回ってくれていて、本当にいろいろな人がつながってプロジェクトが
生まれています。輪島市さんも「ぜひやります」と言って、輪島市さんがこの窓口を提供して
くれました。このお金は輪島市さんには実際には行かないのです。行かないのですが、「そ
んなに素晴らしい取り組みであれば輪島市の漆塗り職人のPRにもなるし、ぜひやらせてく
ださい」ということでやってくれています。ちなみに、こういう震災関連や災害関連について
は、弊社は一切手数料等は頂いていません。
　こちらは佐賀県庁が行っているプロジェクトです。これはⅠ型糖尿病という病気がありま
して、いわゆる糖尿病と違って、いきなり子どもなどにも発症してしまう病気なのです。い
わゆる怠惰な生活を送っていたから出る病気ではなくて、本当に難病と言われているもの
なのです。こちらは1,500万円の寄付目標に対して、今は101％ということで達成しています。
これもⅠ型糖尿病を支援するNPOが基本的にはこのプロジェクトを回しています。
　でも、その資金調達の窓口は佐賀県庁がやっている形になっています。佐賀県庁はすごく
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面白い取り組みをしていて、NPO誘致をやっているのです。あっという間に初年度にNPO
誘致数を超えたのですが、要はNPOの人が活動しやすい環境を自治体が提供しますとい
うことです。ふるさと納税も、これはすごくレアなケースなのですが、ふるさと納税の主体
部署というのは財政課がやっているのです。そこが窓口を持っているのですが、実はNPO
を支援している課は県民協働課という課なのですが、そこも窓口を持っているのです。二つ
ふるさと納税の窓口を持っているのです。「それはありなのだね」というような感じなので
す。
　文京区は生活保護課かどこかがプロジェクトを「やりたいです」と言ったと思います。で
も、ふるさと納税の窓口は財政課がやっているという。大体はそういうプロジェクトです。先
ほどのかやぶき屋根もそうだと思います。恐らく担当課以外がやりたいと言ってきたのだと
思うのです。でも、資金を受け付けるのはふるさと納税の課や財政課がやっているというの
が多いのですが、佐賀県庁だけは窓口自体を二つ持っているのです。どうしてかというと、
県民協働課がやりたいことはNPO誘致なのです。そしてNPO支援なのです。NPOが増え
れば、佐賀県がいい町になるだろうということでNPOに力を入れているのです。だから、佐
賀県に来たら県民協働課でNPOのガバメントクラウドファンディングをやり放題ですみたい
にうたって、そこもPRポイントとしてNPOを本当にたくさん誘致しています。
　SLや電車関連は結構寄付が集まります。じわじわなのですが、寄付が集まります。そして、
電車が好きな感じの鉄道文鎮とか、お礼の品にも工夫をしていたりします。マラソンをやろ
うとか、木造校舎を残したいという、いろいろな切り口でクラウドファンディングを行ってい
ます。犬の殺処分などは、何と10億円という寄付を集めようとして、今４億6,000円ほど集
まっています。これはすごく共感を呼びやすい形になっています。これもNPOが主体となっ
て動いています。自治体は窓口になっているのです。かやぶき屋根もそうなのです。かやぶ
き屋根や校舎の修繕なども、自治体が資金調達をして結局建設業者さんに支払うわけです。
自治体が全部修復できるわけではないので、それと同じようにこういった犬の殺処分とい
うのも、自治体が資金調達をして、それをやる主体者にお金を出します。それがたまたまど
こかの建設業者なのか、NPOなのか、出口はいろいろあります。いろいろな方法があると
いう形です。
　そして、災害の話を少しだけしましたが、東北の豪雨なども1,000万円ぐらい集まっていま
す。九州北部豪雨ももうすぐ２億円という形になっています。

なぜガバメントクラウドファンディングか
　最後に、なぜ私がガバメントクラウドファンディングという名前にしたかという話をしたい
と思います。
　ふるさと納税がヒト・モノ・お金・情報の流れをつくるぞと思ったときに、これはクラウド
ファンディングだなと思ったのです。今までお見せしてきたものは私はローカルガバメントク
ラウドファンディングだと思っています。一つの自治体が一つの課題に対して資金調達を行
うローカルガバメントが行うクラウドファンディングである、資金調達であると認識していま
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す。では、なぜローカルを取ってガバメントクラウドファンディングという名前にしたというと、
その地域ならではの課題もあるけれども、全国共通の課題がたくさんありませんか。ありま
すよね。ふるさと納税であれば、いろいろな自治体が同じ課題について資金調達をしようと
か、また、同じ課題について助け合おうよみたいなことができるのではないかと思ったので
す。そして、広域で、また日本全国で同じ課題にみんなが取り組むようになったら、本当に
政府が行うような大きな課題解決をできるようになるのではないか。だから、そういう思い
を込めてガバメントクラウドファンディングと名付けました。
　実は熊本地震のときに、それに近いような事象が起こりました。何かというと、熊本地震
というのは一つの大きな課題でした。これが起こったときに、もちろん、熊本県の自治体が、
自ら被災した自治体が自ら資金調達をする。これは想像できますね。でも、ここで代理寄
付というのが始まりました。例えば、何かというと、ここが先ほど出てきた輪島市さんで、熊
本市さんや阿蘇市さんや、いろいろなところが代理に寄付しますよと言っているのです。こ
れは何かというと地震直後は実際に職員さんはすごく忙しいですよね。「資金調達だ」とか
言っている場合ではないですよね。「おーい。寄付を集めろ」なんて言っている場合ではな
いです。現場に行けという話ですよね。
　ですから、現場に行ってほしい。その代わり全然被災していない自治体で、石川県などは
そのときもちろん全然被災していません。なので、その代わりに「俺たちが集めるよ」という
ことです。もちろん集まって、手数料などがかかりますが、それでも「100％熊本にあげるよ」
という取り組みが始まったのです。このようにいろいろな自治体が代理寄付というのを申し
出てくれて、何とその数は40を超えました。すごい数です。熊本地震だけで寄付を代理して
くれる自治体が出てきたのです。
　これは熊本地震という一つの課題に対していろいろな自治体がいろいろな方法で資金
調達を行っている例だと思います。これが、私が考えているガバメントクラウドファンディン
グであると思っています。

今、ここにいるあなたへ
　私が５年前に資金50万円で設立して、ふる
さと納税の規模がこんなに大きくなるとその
ときは思っていませんでした。今では社員や
アルバイトさんを入れますと、100名ぐらいの
会社になっています。５年でこんなに世の中
が変わっていけるとは私自身も全く想像して
いなかったです。でも、本当にいろいろな地
域に行って、皆さんのような職員さんにお会いして、いろいろな課題や思いを聞いてきたら、
「ふるさと納税でこんなことが解決できない？」というのをずっとやっていく中で、私自身と
いうよりも、今ここにいる皆さんと同じ職員さんに励まされて、勇気付けられてここまで来た
のです。まさにこういったお時間を頂いた皆さんに、今日をきっかけに皆さん自身が何か解
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決できる手段ができる。そして本当に５年後どんな町になっていたいでしょうか。そして自
分はどんなふうになっていたいでしょうかということを想像していただいて、ワクワクしてい
ただけたらと思います。あなたの意思をふるさとに。ご清聴ありがとうございました。
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　中川と申します。よろしくお願いいたします。保田様や須永様ほど言うことはありません
が、自己紹介をさせていただければと思います。
　私は2016年５月にReadyforにキュレーターとして入社しました。プロジェクトを立ち上げ
た方に専属で付く担当者をキュレーターと呼んでいますが、そういった担当者として入社し
ました。現在まで約100件のプロジェクトを担当していて、実際に地域にお金を出したいと
思い、プロジェクトを担当するところから、実際に提携などを担当する経営企画部に異動し
ました。
　本日の流れは大きく四つに分けています。クラウドファンディングとは、購入型クラウド
ファンディングとは、購入型クラウドファンディングの活用方法、そしてReadyforのご紹介と
いうこの四つです。

クラウドファンディングとは
　まずは、クラウドファンディングとはというところです。クラウドファンディングは保田様か
らもご説明がありましたが、何かやりたいこと、夢があったら、インターネットを介して不特
定多数の方々から資金を調達するという仕組みになっています。その際、そのリターンを支
援者、資金提供者がプロジェクトを立ち上げる実行者からインターネットを介して頂くので
すが、そのリターンの仕組みによって３種類に分かれます。弊社は、購入型と寄付型を扱っ
ており、ほぼ購入型です。寄付型は弊社では税控除証明書を出せる団体のみ、取り扱いを
させていただいていますので、例えば認定NPO法人、国立の大学、自治体です。
　購入型は商品、権利、サービスをリターンできますと書いてありますが、もちろん対価性の
ないお礼状のようなものを出していただくことも可能です。ですから、NPO法人ですと実際
に対価性のないもの、例えば税控除証明書は出さないけれど、対価性のないものを出され
ているという場合もあります。

講演②
「Readyforの取り組み」

講師：READYFOR株式会社　経営企画部　 中川　和哉 氏

講師プロフィール

　2016年５月にREADYFOR株式会社にキュレーターとして入社し、約100件
のプロジェクトを担当、2017年５月に経営企画部へ異動。
　現在は、省庁や自治体からの受託業務や、金融機関や事業会社との業務提
携を担当している。
　現在は、昨年に引き続き宮城県から受託した、「みやぎ 食と農のクラウド
ファンディング」や、青森県から受託した「あおもり クラウドファンディング」の
管理運営をしている。
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購入型CFとは
　まず、購入型クラウドファンディングの弊社の仕組みですが、二つあります。一つはAll or 
Nothing制度です。こちらは目標金額と募集期間をあらかじめ公開前に定めていただいて、
募集期間中に目標金額が集まった場合のみ資金を受け取っていただけるという仕組みに
なっています。もし１円でも資金が足りない、目標金額に行かなかった場合は、具体的にプ
ロジェクトを実行するための最低限とさせていただいていますので、プロジェクトが実行で
きないということになり、支援者の方に全額返金という仕組みになっています。
　もう一つはリターン設定です。購入型クラウドファンディングに関するものとして、プロ
ジェクトを行う実行者が、プロジェクトが成立した際に支援してくださった支援者に対して
物品や権利といったリターンをお返しする仕組みになっています。
　次に購入型クラウドファンディングの利用動機です。実行者の方が大きく四つに分かれる
と考えています。資金調達をしたい、最初のファン、顧客や観客を募りたい、サービスをPR
したい、商品にニーズがあるか試したい、という大きく四つに分かれると思います。
　次に支援者の方です。大きく三つに分かれていまして、リターンが欲しい、こういった物が
欲しいといった方です。次に、実行者を応援したい、この人がやっているから応援しますと
いった支援の仕方があります。例えば、先ほどの動物保護の活動や、職人、そういった活動
を応援したいということで支援する方も多くいらっしゃいます。
　例えば、大阪の弊社の例で、「泉州タオル」は皆さまご存じかと思いますが、タオルねこの
「たおにゃん」です。知っているという方はいらっしゃいますか。ありがとうございます。こ
れは約130年の伝統を有する「泉州タオル」を、PR大使の「タオルねこ　たおにゃん」の力
でPRするためのプロジェクトとなっています。目標金額を170万円に設定したところ、今252
万2,000円というプロジェクトになっています。実際にゆるキャラのつながりや、「たおにゃ
んが好き」という方からのご支援を頂いたり、「泉州タオル」をもっと存続していくべきだ、
盛り上げていくべきだという一部の方々からも支援が集まったプロジェクトになっています。
　実際にReadyfor限定で、Readyforだけのデザインタオルなどもリターンに設定されたり、
または、このたおにゃん自体をイベントに呼べる権利など、さまざまなことを面白く設定する
ことで支援につながったということです。
　次も皆さまご存じかと思いますが、大阪天神祭の奉納花火を上げるプロジェクトです。こ
れは約２年前ですが、250万円を目標で287万5,000円を集めたプロジェクトとなっています。
こちらは大阪天満宮の宮司、神職の方が実際に実行者に立たれて支援を集めました。実際
に上げる花火のレプリカや、天満宮に実際のお名前が掲載される権利や、特別な観覧席の
ご用意、または大阪天満宮に置いてある大きな団扇をリターンとして、これだけの支援を集
めたという事例になっています。
　弊社のご利用時のスケジュールですが、アイデアを頂いてから、大体通常のプロジェク
トであれば３週間から４週間ほどで公開となります。その３週間から４週間の間に一次審
査、ページ作成、契約書作成、法務審査、それからページ公開になります。公開に当たって
は、広報やPRを実際に実行者の方にしていただいて、弊社がサポートさせていただきなが
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ら、宣伝していくことになります。
　公開期間は10日から90日間の間で
設定が可能になっています。目標を
達成しましたら、実際にプロジェクト
の実行とリターンの送付になるので
すが、基本的に公開終了後、半年以
内にプロジェクトを実行していただき
ます。ただ、ものづくり、プロダクト系
で、開発をする際に半年以内では間
に合わない場合もあります。そういっ
た際には、支援者の方がページの方

に「いつまでに完成します」などの目安をご記載いただいて、支援を納得していただくよう
にしています。そして、実施報告をしていただいて、クラウドファンディング自体が終了という
形になります。

購入型CFの活用方法
　では次に、活用方法を説明させていただきます。クラウドファンディングを利用するメリッ
トは大きく三つです。
　まず、リスクなくチャレンジできるという部分です。弊社の場合は初期費用がゼロとなっ
ています。完全成功報酬制のため、プロジェクト掲載自体は無料になっています。また、返
済不要の余剰の自己資金を獲得できます。また、在庫リスクがゼロです。こちらはリターン
が購入された分のみ製作をするので、例えば元々これくらいのロット数を作らなくてはいけ
ませんというときに、余ってしまうというリスクがなくなっていきます。また、コンセプト設計
です。事前フィードバックを頂けるので、例えば弊社の担当者から見ると、実際にご支援者
様から、「もっとこういった方がいいのではないですか」とアドバイスを頂いたりできます。
　次に、ファンのコミュニティの形成につながるという部分です。最初の購入者や利用者
（ファン）を獲得できるといった部分は、例えば、こういったお店を立ち上げます。そのコン
セプトが地域のものを使ったカフェ、例えば、猫カフェといったような動物愛護に、どういっ
たコンセプトかで実際に応援してくれるかが付いてきます。ですから、そういったところを
オープンする前から獲得できます。また、コンセプトに共感しているというところがあります
ので、長期的な支援者になりやすいといった部分があります。
　最後は、話題づくりにつながるというところです。メディア掲載や販路拡大が見込めると
いうことです。実際に新聞にも注目されているものが多く、かなり多くのプロジェクトが掲載
されているというところがあります。
　分野別のメリットとしては、生産・組み立ては、ロットを考える必要はないということです。
栽培・育成は農業ですが、例えば秋にお米が収穫されると思うのですが、それを春のうち
に売り上げとして獲得していくということが可能になります。また、機材購入等の一時費用
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の補てんも可能です。プロダクト開発の場合はテストマーケティング的な部分です。開発し
たが売れないということを回避するためのクラウドファンディングがあります。お店に関して
は、開店前に集客して、また顧客の方はコンセプトに共感してくれているので、「自分はこう
いったものに支援した。一緒にこのお店をつくったのだ」ということで、広告塔になっていた
だけるという点もあります。
　活用事例１は、自転車の組み立て販売です。オリジナルの自転車を作りましょうというこ
とで、オーダーメイドの自転車屋を開くためにプロジェクトが立ち上がりました。こちらは
４万3,000円で１台の自転車がオーダーメイドできるというリターンもありますが、結局50台
はすぐに売り切れてしまったということがあります。夫婦でおそろいの色違いのものを作り
たいということで、１世帯が複数購入されたという方もいらっしゃいました。
　活用事例２は、耕作放棄地開墾です。愛媛の耕作放棄地を再生するというプロジェクト
になっています。こちらはこれから先に整備していって、どんどん再生していくという有機農
家の株式会社を経営する夫婦が、重機により、しっかり開墾していくための費用を募るプロ
ジェクトになっています。リターンとして、これから栽培する予定の野菜や、運営するウェブ
サービスの利用券などで割引券などを設定し、支援を集めたというプロジェクトです。
　活用事例３は、ソーシャルビジネスの立ち上げとして、世界初の排泄予知ウエアラブル端
末の「ＤFree」を売るということになっています。これは、小さな白い端末が腸の状態をモ
ニタリングして排泄のタイミングを教えてくれるということです。このウエアラブル端末の開
発費を募るプロジェクトになっているのですが、未完成ではあるものの、実際にどれだけ
反響があるのかといった部分がこのプロジェクトにはあり、実行者の方にとっては良いプロ
ジェクトになっています。
　活用事例４は、新規事業の立ち上げとして、「クイックボックス」です。あっという間に温
かくなる弁当箱として立ち上げたプロジェクトです。これは結構出張される方などはご経
験があると思うのですが、糸を引っ張ると水蒸気が出て温かくなるお弁当で、今は結構メ
ジャーになったかなと思うのですが、それを家庭でも使って弁当箱に反映するというプロ
ジェクトになり、早割として20名限定で若干割り引いた金額で設定したところ、こちらもす
ぐ完売したというプロジェクトになっています。
　活用事例５は、でこぼこのマット状のものです。これは洗濯できて、しかも形状も自由自在
に、丸めたり、延ばして使ったり、さまざまな形状で使える枕として、「コリ吉ロール」という
名前で販売するプロジェクトです。こちらはプロジェクト公開後に、ワールドビジネスサテラ
イトの「トレンドたまご」のメディア露出で数がかなり増えたということです。
　活用事例６は、飲食店開店として、サラダボウル専門店「WithGreen」が東京・神楽坂に
オープンというプロジェクトです。こちらは飲食店経営が初心者の兄弟が中心となって開業
するサラダボウルの専門店です。ようやくサラダボウルというのが日本でもなじんできたかな
というところはあるのですが、アメリカでは実際にサラダボウルのスターバックスコーヒーみ
たいな感じで結構はやっているということで、輸入したという形になっています。こちらはリ
ターンとして無料券を設定することで事前の顧客獲得に成功して、現在では銀座にも店舗
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を出して、どんどん店舗を立ち上げています。
　また、飲食店の改装として、鯖バーガー専門店を大久保にオープンするというプロジェク
トがあります。鯖バーガーはかなり聞き慣れないと思うのですが、ハンバーガーよりもかなり
健康的な側面があるということで、鯖バーガーを中心とした規模拡大に向けて店舗改装費
を集めるプロジェクトになっています。元々こちらは300万円を目標金額にしていたのです
が、かなり実行者の方がSNSを得意な方ということもあり、1,000万円を集めるようなプロ
ジェクトになり、看板やスロープ設置等、店をより充実させていくための費用になっていま
す。
　活用事例８はゲストハウスの開店です。東東京・浅草橋を拠点に世界と日本がつながる
ゲストハウスをオープンするプロジェクトです。空き家を改修してゲストハウスを開店するた
めの資金不足を補うプロジェクトになっています。実際にリターンに宿泊券を設定すること
で、事前に人を呼ぶ流れをつくることに成功しました。また、先着20名に対して特別なVIP
カードを配布するリターンは完売になっています。
　活用事例９は、古民家修繕費として、石見銀山のふもとにある鄙舎（ひなや）のかやぶき
屋根を13年ぶりに修繕するというプロジェクトです。これは35年前に、この実行者の方が別
の場所から、解体されるのがもったいないからということで石見銀山のふもとに持ってきた
鄙舎というものなのですが、こちらをかやぶきの技術を継承するとともに、古民家を守って
いくというキーワードでプロジェクトを立ち上げました。平均価格より高い価格のリターンに
なっていますが、多くの方から支援を集めたプロジェクトになっています。
　活用事例10は海外展開で、美容品です。「究極の美肌クリーム」を世界へということで商
品パッケージのリニューアル費用を集めるプロジェクトになっています。商品PRも兼ねて、リ
ターンとして商品をクラウドファンディング特別価格で提供したというプロジェクトになって
います。

CFを利用する上で気を付けるべきポイント
　10件ほど事例を紹介させていただいたのですが、クラウドファンディングを利用する上で
気を付けるべきポイントは三つあります。
　まず、クラウドファンディングは資金を集められるサービスであって、資金が勝手に集まる
サービスではないです。そういうことが多いです。なぜ、「ことが多い」を付けているのかと
いいますと、実際に誰もが欲しいものを販売しているようなプロジェクトになれば、それは、
実際に皆さまの目に触れれば買うものになってしまいますので、勝手に集まるということも
あります。ただ、寄付を集めるファンドレイジングの考え方にも通じているのですが、「身の
回りの知人から３割集める」という点が、全てのサービスにおいて事実となっています。
　また、計画を立てれば誰でも利用できるが、やりたいと思ってすぐにできるサービスでは
ないというところもあります。完成品がなくても販売できるのは特徴なのですが、完成する
まで実現性があるのかどうかといった点がないと、実際にプロジェクトを立ち上げました、
お金を集めました、物ができませんでは、全く意味がないので、弊社では公開できないよ
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うにしています。特に日本は一つのトラブルが業界全体に影響を与える可能性が高いので、
たくさんのプロジェクトを公開している事業者のチェックは厳しいというところがあります。
　また、クラウドファンディングを共感してくれた、先ほど、実行者さんを応援してくれると
か、プロジェクト内容に関して応援してくれているとか、そういった賛同だけではなく、否定
的な意見が寄せられることもあります。話題性があれば批判の対象になることもあります。
ただし、意見に対する誠実な対応ができれば、次第に信頼度は増し、支援を加速させるこ
ともあります。弊社はこういった否定的な意見が寄せられた場合は、どういうふうに対応い
たしましょうということで、アドバイスもさせていただいています。

Readyforの紹介
　弊社のご紹介になります。まず弊
社は、「誰もがやりたいことを実現で
きる世の中へ」をミッションに掲げて
おり、基本的に法に違反しないもの
であれば、プロジェクトの申請を全
て受け付けさせていただいています。
実際にプロジェクトを立ち上げた実
行者の方は、中学生の12歳の方から、
上は90歳のおばあさんまで、実際に
プロジェクトの実行者として立ち上げ
ています。それを弊社の担当者がサポートをさせていただいているという形になります。
　弊社のプロジェクト事例は先ほどご紹介したようなものですが、2011年３月にサービス
を開始しており、現在、日本最大規模を誇るクラウドファンディングサービスを提供していま
す。弊社の強みとして、キュレーターのサポート、プロジェクトの専属担当者が一人付き、プ
ロジェクト掲載準備の段階から公開後の広報活動まで全てサポートさせていただいていま
す。なぜ担当者が必要なのかと言いますと、実際に効果的な文章構成や写真の選び方です。
ページにどういった文章を載せればいいのか分かりません、写真もどういったものを選べ
ばいいのか分かりませんというのが多いです。また、リターンの構成です。ターゲットに合わ
せて、お礼状のみでいいですよとか、こういったものをリターンにしましょうとか、そういった
ところの構成を全部任せていただいています。また、公開後に関しては、ページの閲覧数や
リターンがどういうふうに購入されているか、ページ内の閲覧数だけでも、すぐにページを閉
じてしまっている方がいるのか、それとも別のところ、別のURLに乗っていってサイト内を
見ている人たちがいるかという部分の分析をしたり、ターゲットです。例えば、動物愛護の
プロジェクトであれば、カフェ好きな方にアプローチしても意味がないので、どこにあなたは
アプローチしていきましょう、どういうところに連絡を取ってみましょうという、アクションプ
ランの作成をサポートさせていただいています。
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Readyforのプロジェクト例
　スライドは弊社のプロジェクト例で
す。
　まず左上はものづくりです。こちら
は弊社でシェアが一番多いプロジェ
クトです。レーザー加工機は通常で
あれば10万円かそれ以上なのです
が、５万円代でレーザー加工機にし
たいということで、1,000人を超える
方から6,000万円助けるプロジェクト
になっています。
　左下は、地域活性化・コミュニティです。こちらは、「MARUYA」というゲストハウスなの
ですが、熱海出身の方が熱海に人を呼ぶために、熱海にゲストハウスをつくるプロジェクト
になっています。リターンには宿泊券や会員権といったものを設定して、実際に完成後に人
を呼び込むことになっています。
　真ん中の上は国際協力で、右下は子ども・教育の例ですが、社会貢献性の高いプロジェ
クトです。上の真ん中は寄付総額となっています。こちらは認定NPO法人さんが寄付型の
クラウドファンディングで立てられたので、寄付総額としています。弊社のプロジェクトを担
当していたキュレーターが、その認定NPO法人にヘッドハンティングされ、実行者になって
寄付を集めたというプロジェクトになっています。弊社の中でも全員寄付するようにしてい
たり、ソーシャルメディアが強いので、寄付だとしてもプロジェクトになっています。
　また、右下の子ども・教育は子ども食堂のプロジェクトなのですが、こちらは私がキュ
レーターではなくて、ちょっと担当したぐらいのときに初めて打ち合わせさせていただいた
方です。実行者の方はお母さんなのですが、ただただ「子ども食堂がやりたいです」といっ
たことでご応募いただきまして、「あなたはプロジェクトを実行して、例えばお金が集まっ
たとします。それをずっと運営していくことはできますか」と、様々ご相談していったところ、
「一度電話します」ということで、その４カ月後に「NPO法人を立ち上げることになりまし
た」ということで再度ご応募いただいて、実際にプロジェクトを立ち上げて、支援総額として
は60万円ほどのものになるのですが、実際にプロジェクトを公開して達成しました。
　また、他にも音楽・パフォーマンスでは、個人的な活動のようなものでも、100万円から
200万円規模のものであれば、弊社でできたというところもあります。先ほどご説明させて
いただいたサラダボウル専門店というプロジェクトもあります。

省庁の取り組み
　ここからは、省庁などや自治体の取り組みです。まず観光庁との取り組みです。歴史的
資源を活用した観光まちづくりという形で、こちらは古民家を使ってまちづくりを定期的に
行っているという事業です。2020年に200の地域で観光まちづくりに取り組むことを目標に
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掲げています。こちらが専門家として
かなり有名な方なのですが、弊社代
表取締役の米良も一応専門家の中に
入っておりまして、弊社が事務局を務
めている事案になります。実際にこち
らが10月、11月あたりに全国８地域ほ
どでセミナーを開催する予定になっ
ています。もし、古民家のまちづくり
担当の方がいらっしゃいましたら、ご
参加いただければ幸いです。
　次は金融庁との取り組みです。金

融機関向けのセミナーを、金融庁監督局審議官の西田直樹さんと、内閣官房、まち・ひと・
しごと創生本部参事官の村上敬亮さんをお招きし、「リスクマネー供給方法の多様化と地
域金融機関の役割について」ということで開催させていただきました。地域金融機関向け
に、地域活性化に向けたこれからの地域金融機関の在り方がかなり重要視されていまし
たので、そういったところでかなり地域金融機関にとって有意義なセミナーになったかなと
思っていますが、そういう反応を頂いています。

自治体との取り組み
　次に自治体との取り組みです。弊社の中で宮城型と呼んでいるクラウドファンディングが
あります。「みやぎ食と農のクラウドファンディング」と銘打っています。こちらは、宮城県が
企画していまして、食と農に関して宮城県を盛り上げていくプロジェクトになっています。宮
城県は震災の被害が大きかった沿岸部で、宮城からのクラウドファンディングです。宮城の
農産物を使ったさまざまな商品やサービスをクラウドファンディングで全国の方に知ってい
ただきながらご支援いただくことで、沿岸地域のみならず、他の地域など、農村地域を元気
にしていきたいということで、みやぎ食と農のクラウドファンディングでプロジェクトが立ち
上がりました。
　これは実行者のプロジェクトとして
は24個立ち上がりました。24個のプ
ロジェクトを立ち上げるために、弊社
も半年ほど宮城県へ営業に行き、セ
ミナーを開催しました。セミナーの参
加者を集めたり、地域の皆さんにご
協力をいただいたりして、参加者を
募ってプロジェクトを立ち上げました。
かなり食と農に関したことのみをやっ
ています。水産加工物の販売など限



102 　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」講演録集

定されたキーワードでクラウドファンディングを立ち上げてくださいということで、現在は青
森県がクラウドファンディングを、創業向け、第二創業向けとしてやってくださいということ
でやっています。また、東京都もクラウドファンディング事業者を募集していまして、こちらも
創業向けとして広報を兼ねて、弊社も参加させていただいています。
　また、弊社はふるさと納税型としてクラウドファンディングを立ち上げています。現在は
三つあります。一つは、福島県の広野町の町長が実行者となり、地域医療を守るため、原発
事故後唯一とどまった高野病院を支援しますというプロジェクトです。また、広島県知事が
実行者となった、「さとやまよ、甦れ！広島に眠る廃校をみんなの居場所に再生しよう」とい
うプロジェクトがあります。こちらは3,835万5,000円の寄付総額というプロジェクトになっ
ています。これらはふるさと納税型になっていまして、ふるさと納税と同じように、寄付とし
て扱われるということです。こちらは、隈研吾さんという建築家としてかなり有名な方がプ
ロジェクトに共感いただき、廃校をリノベーションするということでもありましたので、地域
の方が一緒になったプロジェクトになっています。こういったプロジェクトは、税金に頼らず、
事業内容に共感してもらって支援を集めるという、そこのところで実現しているのかと思い
ます。

民間との取り組み
　民間との取り組みですが、まず金融機関です。38の地域金融機関とビジネスマッチング
形式の業務提携をしています。こちらでリスクマネーの供給部分ですと、やはり融資できる
場合とできない場合もありますので、融資と組み合わせてクラウドファンディングを活用い
ただき、あとはこういうクラウドファンディングができると思いますということで紹介してい
くというものもあります。現状はこれ以外にも10行ほど提携しそうなところもありまして、再
来月には50になるのかなというところもあります。本日も二つの金融機関さんとミーティング
をさせていただき、クラウドファンディング業界は注目度がかなり高いのかなと思います。
　金融機関からご紹介いただいたプロジェクト例としては、実際に融資と組み合わせてプ
ロジェクトを立ち上げたものになっています。こちらは「一口ごひいきさん募集！元料亭を改
修し秋田美人に会える茶寮OPEN」というプロジェクトで、秋田市の公園にある使われなく
なった元料亭を「あきた舞妓」がお茶や踊りを披露する文化施設として生まれ変わらせる
というプロジェクトになっています。これは都道府県別宿泊者数ランキングが全国39位で
東北６県の中では最下位といったこともあり、観光資源として、「会える秋田美人、あきた舞
妓」というところを掲げて盛り上げていくところがあります。こちらは目標金額が1,000万円
で始めたところ、支援総額が1,410万円集まっています。
　次は、大阪商工信用金庫からご紹介いただいた案件ですが、「熊本地震から１年。再び
西原村に人と人のつながりを取り戻したい！」ということで、チャリティーフェスの運営費用
を集めるということになっています。実際はかなり共感性の高いプロジェクトとなっていま
すので、目標金額100万円のところ、131万5,000円集めたプロジェクトになっています。
 



103おおさか市町村職員研修研究センター　

講
演
録
集
③

地域を応援!!～ふるさと納税×クラウドファンディング～

　また、事業会社としては、JTB、J：
COM、大和リースと業務提携してお
り、JTBは地域が持つ魅力を掘り起
こしていくところを地域の活性化に
つながる取り組みとしています。J：
COMは、チャレンジを応援し、つなぐ、
その成功支援をするといった経緯を
取り、これはプロジェクトを達成され
た方、集まった支援の同じ金額をJ：
COMからも実行者の方にお渡しする
といったような、実行者の方は２倍も

らえるという形になります。また、大和リースは商業施設を持っていますので、その商業施
設にプロジェクトを立ち上げて入るという支援になっていまして、そのプロジェクトの切り口
としては地域を盛り上げるとか、女性の活躍とか、さまざまな入り口があるものをプロジェク
トとしてやるということで立ち上げています。
　最後に大学との取り組みになります。スライドの上二つは筑波大学さんと提供して立ち上
げたプロジェクトになっております。左側は落合陽一先生で、かなりメディアでも有名な方だ
と思いますが、落合陽一先生が研究費を集めるために立ち上げたプロジェクトで、国立大
学で寄付などが使えたということになっています。右は、男のロマンをするようなプロジェク
トをやっておりまして、銀河誕生の謎に迫る。天体望遠鏡のプロジェクトをやっており、こち
らも寄付型のプロジェクトを始めて達成したものです。
　また、下は東京芸術大学さんです。
失われた壁画を完全復元するとか、
レコード２万枚の危機を救うとか、芸
術に特化したプロジェクトになってい
ます。他にも東京芸術大学の学長が、
シマノフスキという有名な方の演奏を
するプロジェクトを立ち上げてみたり、
さまざまな芸術的プロジェクトが立ち
上がっています。
　以上で弊社の説明を終了させてい
ただきます。「日本を、誰もがやりたい
ことを実現できる国へ」を目指してこれからもやります。ご清聴ありがとうございました。
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それぞれの強み
（保田）よろしくお願いします。中川さんもお残りになっていますので、こちらの方から必要
に応じて質問を送らせていただきたいと思っています。皆さん、中川さんもいらっしゃるとい
うことを念頭において、ご遠慮なくご質問ください。そうするとアドバイスを頂けると思いま
す。
　先に私の方から皆さんの頭の中で共通してクエスチョンマークになっているかもしれない
というところを何点か須永さんと中川さんに質問させていただいた後で、フロアから質問を
受け付けるという形で行きたいと思っています。よろしいでしょうか。
　まず最初に、ふるさと納税のプラットフォームでもクラウドファンディングのプラットフォー
ムでも、そこに地域課題や社会問題が解決し得るということは何となく分かりました。そう
すると皆さんの頭の中に、どういう局面でふるさと納税のプラットフォームを使うのはよい、
あるいはどういう案件はふるさと納税がよくて、逆にどういう面ではクラウドファンディング
のプラットフォームを使うべきなのかというところが、やや知りたいのではないかと思うので
す。
　というところから開始したいと思うのですが、何でも使えますというところになってくると
思うのですが、その中でも特にこういう場面であればふるさと納税のプラットフォームが強
い、あるいはクラウドファンディングのプラットフォームが強いというのがもしあれば、先に
それをお伺いしておきたいと思います。では、須永さんからお願いします。

（須永）保田先生の言うように、垣根などはあまりないのかなと思います。窓口がどこにな
るかで使える場所が変わってくるのかなとは思っています。ただ、ふるさと納税の場合はや
はり確実に自治体が資金調達の窓口になりますので、そこの部分は、より政策的なという
か、自治体が行う課題解決に向けた方が共感を呼びやすいかなと思うのです。Readyforさ
んのように、例えば商品開発的になってくると、確かに自治体さんというよりはもっと違うプ
ラットフォームの方が適していると思います。恐らくターゲットとなる人というか、来ている
顧客層というのがかなり違うのではないかなと思っているのです。やはり、ガバメントクラウ
ドファンディングの場合は、「ふるさとチョイス」でふるさと納税をしたいなという人が来て、

講演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」　

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)

株式会社トラストバンク　代表取締役　 須永　珠代 氏
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その中でこんな取り組みもあるのならクラウドファンディングの方でやってみようかなという
感じの方が、今の時点では結構多いようです。
　逆にそれ以外のクラウドファンディングというのは、本当に何かしたいとか何か欲しいと
か、何か面白いことないかなという、結構アンテナが高い方というのが多いような気がして
いるのです。そういった意味でもターゲットを見極めた上で選ぶのがいいのかなと思ってい
ます。

（保田）中川さんはどうですか。

（中川）弊社からすると市の方や、自治体の方々は、やはり取り組むに当たって予算組みの
部分などの懸念点が多くあるといったところで、ここの見方のクラウドファンディングですと
やはりそういった部分の制約がなくなってくるといったところがありますので、自治体から
NPOや委員会を立ち上げてクラウドファンディングを行い、素早くプロジェクトを立ち上げ
て資金調達をするという側面があるかなと思っています。ただ、自治体として名前を出した
方が支援は集まりやすいので、そのところを目標に持っていくというところがあるかなと思
います。

使い道の明確性
（保田）ありがとうございます。では、次を聞いていきます。ふるさと納税の場合とクラウド
ファンディングの場合ですが、恐らくよく似てはいるけれど、お金の色が違うのかなと思って
います。ふるさと納税の方は、須永さんの話にもありましたが、基本的には元々税金として
納めるべきものをどこに納めるかという、納め先が違いますということなので、元々このお
金は税金です。一方でクラウドファンディングの場合は、寄付金控除の扱いを受けたとして
も、原資は税金ではなく、あくまでもポケットマネーから出しています。ポケットマネーから
出すのだけれども、一部負担額が減りますというぐらいの寄付金控除の扱いになっていま
すので、あえて色を分けるとすれば、元々税金であるというふるさと納税と、ポケットマネー
であるクラウドファンディングという色分けができるかと思います。
　その中で使い道として自治体からしてみると、税金が故に使い道に対してはやや制限が

かかる可能性があります。最終的に、「なんでそんなところに使っ
たのだ」と、後で議会から突き上げられたりすると、「全くそうです
ね」となります。一方でクラウドファンディングの場合は、元々ポケッ
トマネーですから、どんなプロジェクトを立ち上げようが何をしよう
が、どう使おうが勝手です。なおかつ、趣旨に賛同を得られなけれ
ばそもそもお金は集まりません。そういう違いがあります。このあた
りについて、その理解で正しいでしょうかというのを確認したいと
思っているのですが、いかがですか。
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（須永）確かに、ふるさと納税は確定申告かワンストップ特例制度を申請しない限りはふ
るさと納税にならないのです。ですから、もしもふるさと納税であればという前提があれば、
確かに税金ですので使い道を、「どのように使いました」という報告をきちんとすべきであ
るというのは、すごくいろいろな自治体さんも意識されています。やはり使い道は今だとまだ
ざっくりしているのです。自然環境保護にとか、教育にと、ざっくりしていますので、では本
当に教育の中でどんなことに使ったのですかという報告です。そこについては細かく報告し
ている自治体さんもあれば、いろいろ一般財源の中で使っていて、これがふるさと納税から
来たものという自治体もあり、さまざまです。
　ですから、感覚としては、ふるさと納税を適用している人は多いですが、一部ではありま
すが、ポケットマネーから出ている場合もあるのかなと思っています。認識としては、保田先
生が言う通りだと思います。

執行までのタイムラグ
（保田）ありがとうございます。次に行きますと、これはフロアからも、もしご存じの方がい
たら補足いただければと思うのですが、何か地域課題を解決したい。例えば、「地域の廃れ
てしまった公園を整備したい」みたいな話が出てきたときに、これは自治体によるガバメン
トクラウドファンディング、つまりふるさと納税で資金使途を絞った上でふるさと納税を募る
やり方もできますし、クラウドファンディングで同じようにやることもできます。クラウドファ
ンディングの場合は自治体がクラウドファンディングの実施主体になることもできますし、町
内会や地域のNPOなどが資金調達の主体になることもできるでしょう。
　という中で、これは須永さんがご存じであれば教えていただきたいのですが、ふるさと
納税はやはりいったん自治体の財源に組み込まれます。自治体の財源に組み込まれてから
それを執行するまで、これはまた議会の承認を得るとか、何とかというプロセスがあるので、
お金を獲得してから執行まではタイムラグがあったりするのかなと思うのです。通常のふる
さと納税だとそうだと思うのです。普通に一般財源に含まれます。ただ、ガバメントクラウド
ファンディングという形で使途を絞って最初から提示するので、通常のふるさと納税よりは
自治体側は使い勝手はいいのでしょうか。

（須永）いいと思います。これも自治体側によっていろいろな使い方があると思います。ど
のくらい自治体に財源としてあって、どのくらいのスパンで使うかというのは、恐らく全然
ばらばらだと思うのです。ただ、柔軟なところは本当に即座にそのプロジェクトを立ち上げ
て、そのプロジェクトに資金を還元するような仕組みというのもよく聞いています。災害時の
資金のお話もしたのですが、本当に自治体の条例によってとか、本当にすぐ使える自治体と、
１年後でないと、今年の補正予算を組んで来年度でないと使えないという自治体さんと、本
当にばらばらです。

（保田）ありがとうございます。先般、福井県鯖江市にいらっしゃっていただいたときも、
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随時クラウドファンディング的に資金調達をしたものについては、すぐに執行できるような、
内部の条例か何かを作っているという話でした。ですので、そういうのによっては、ふるさ
と納税を通じたガバメントクラウドファンディングみたいなものをしようと自治体が考えるの
であれば、すぐに執行できるような内部の条例を作るのか、通常の一般財源に組み込んだ
後、もう一回執行するとなると、随分大変なことになると思いますので、そこの手当が必要か
と思います。一方で、クラウドファンディングの場合はそれは多分ないです。タイムラグは非
常に短いという理解で正しいでしょうか。

（中川）はい。

目標金額が集まらなかった場合
（保田）ありがとうございます。もう一つふるさと納税とクラウドファンディングで少し違う
という場面が、目標金額が集まった場合と、集まらなかった場合ということです。ガバメント
クラウドファンディングの場合は、ふるさと納税で、例えば古民家を再生しますというのを立
ち上げました。目標金額は1,000万円で、700万円集まりましたという場合は、この700万円
は自治体に行きますよね。

（須永）はい。行きます。

（保田）そうすると残りの300万円足らない部分はどうなるのだというと自治体が一般財源
か何かをやりくりして補正予算を組んだりしてやらなくてはいけないというのが私の理解な
のですが、その理解は正しいですか。

（須永）そうしている自治体さんも一部いると思います。ただ、ほとんどの自治体さんは、
実は古民家再生に1,000万かかりますといったときに、ほとんどそこの予算を持っている場
合が多いです。つまり、1,000万円はクラウドファンディングをしなくても用意できる度量は
ある。けれども、財政が苦しいという自治体さんがほとんどですので、その中の一部でもい
いからふるさと納税で寄付を頂くことによって、その財源に元々自主財源のところが少なく
て済むという意味で、ふるさと納税をクラウドファンディングとして活用している事例は多数
あります。

（保田）ということは、年度予算を立てるときに先に自主財源で1,000万円で古民家再生と
いう予算組みをしておいて、ガバメントクラウドファンディングで、700万円がふるさと納税
で集まりましたというときは、1,000万円充てるつもりだったものが、300万円で済みました。
700万円浮いたので、この700万円をどこに使いましょうかみたいな補正予算を組むという
流れになるのでしょうね。



108 　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」講演録集

（須永）はい。その通りです。

（保田）ありがとうございます。逆にクラウドファンディングでやる場合はAll or Nothingと
よく言われますが、例えば1,000万円をターゲットにしました。1,000万円集まったらプロジェ
クトを実施する。1,000万円集まらなかったら、そもそもプロジェクトを実施しないというの
がAll or Nothingという方式です。
　一方で最近ですと、All－Inというやり方もあるそうです。All－Inというのは、1,000万円
集まったらプロジェクトを実施するというやり方だったのだけれども、All－Inの場合は先ほ
どのふるさと納税の場合と同じで、700万円しか集まりませんでした。けれども、700万円集
まったのであればプロジェクトは何らかの形で実施するから700万円を受け入れますという
のがAll－Inという形だと思います。今のところAll or NothingとAll－Inですと、どちらのパ
ターンが多いですか。

（中川）基本的に弊社でAll－Inを対応させていただいているのはガバメントクラウドファ
ンディングのみとさせていただいています。先ほど須永さんからもご説明があった通り、
元々予算を持っていてというところが前提になっていますので、All－Inとしてプロジェクト
を立ち上げることは可能としています。他は
全部All or Nothingで弊社は対応していま
す。

（保田）ガバメントクラウドファンディングの
場合でも、All or Nothingでやることも可能
なのですか。

（中川）可能ではありますが、なかなかないのが正直なところです。

（保田）やはり、先ほどの須永さんのお話にもあった通り、最初に自主財源でもある程度
できるという目星をつけておかないことには、後で大変なことになるという、そういうことで
すね。なるほど。了解いたしました。そこがちょっと一つ、ポイントとしてはあるかもしれな
いですね。
　ただ、場合によっては、これは今後の課題かもしれませんが、企業の場合ですと、新しい
商品を作ることにしました。ある新商品のアイデアです。ある企業の事例ですと、スマート
ウオッチで何か作ることにしました。アイデアは出てきたのですが、社内でその稟議を通す
のがなかなか難しい。新商品開発の予算を取るのが難しいので、まずクラウドファンディン
グでそのアイデアを出してみました。そうしたらたくさん購入の意向がついたので、例えば
100人からオーダーが入りましたと言うと、社内の稟議を通すことができたという話です。
　これが、例えば、クラウドファンディングをやった上で考えてみますと、まだ財源は付いて
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いません。まだ自治体内で財源は付いていないのだけれども、古民家再生プロジェクトをや
ろうと思っていますというアイデアをいったんクラウドファンディングのプラットフォームに出
しました。そうしたら、たくさんアイデアが付きました。という証拠を持って自治体内で、「ほ
ら。自主財源を付けてでもやった方がいいでしょう」というような説得材料にするというこ
とも不可能ではないですが、ちょっと現実的ではないですね。

（中川）不可能ではないですが、なかなかそこまでの町は、まだ弊社の中でも生まれては
いないです。

（保田）ただ、皆さんはいろいろな原課、あるいは企画財政からいらっしゃっていると思う
のですが、自治体の中で一番悩ましいのは予算をつくるときですよね。予算組みのときに、
「これは要るの？」という話が必ず来るわけです。緊急性や必要性はどうなのかという。そ
こに対して、「いやいや、クラウドファンディングなりふるさと納税なりでそういうガバメント
クラウドファンディングで出したみたところ、ニーズがこれぐらいあるのです。ニーズがある
ことが見えました。だから予算化してください」みたいなことがもしもできれば、皆さんのお
仕事は相当楽になりませんか。恐らくなりますね。
　そういう中での使い道になれば、順番としてはあべこべになってしまうのですが、いいの
かもしれないです。そういう意味では自治体の予算の組み方というのも１年に１回ですので、
あまりタイムリーな動きができないのですが、何らかうまく補正予算と絡めてできればいい
のかもしれないですが、その辺はもやもやとしていて、今後、頭の体操で考えてみたいと思
います。

金額の規模
（保田）あと３点ぐらいお伺いしてフロアに開放しようと思うのですが、プロジェクトの単位
です。金額の規模感についてお伺いしたいのです。須永さんからご提示いただいたもので
すと、1,000万円ぐらいのものが幾つか提示されていました。中川さんからご提示していた
だいたものは、数十万円、数百万円のもの提示されていました。代表的なふるさと納税やガ
バメントクラウドファンディングでは1,000万円ぐらいというのが平均的な規模感だと思って
いていいのか、偶然出てきたのが４桁だったというだけなのか。同じ質問が中川さんにも行
くのですか、偶然出てきたのが２桁万円、３桁万円であって、４桁万円というのは、クラウド
ファンディングでは動いていないみたいなところをご意見頂きたいです。

（須永）弊社は一番初めに埼玉県宮代町さんというところで行ったのですが、そのときが
1,000万円だったのです。自治体職員はそれが基準となっているように思っているという感
じでしょうか。実は数十万円や100万円などでも受け入れていまして、実際に100万円とい
うプロジェクトは結構あります。特に最低プロジェクト金額というのは定めていません。た
またまご紹介したのが結構大きい数字が並んでいたものは多かったとは思いますが、今は
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1,000万円や500万円ぐらいのものは結構多い傾向にあります。

（中川）まず通常のものであれば、まだ実行者の実力による部分が大きいです。なので、先
ほどもご説明させていただいた通り、最初に身の回りのお客さんを集めますといった部分
で、通常の購入型クラウドファンディングがありますので、その実力によっては1,000万円を
超える金額を集めるプロジェクトもあれば、例えば学生だから10万円が限界ですというプロ
ジェクトもあります。ただ、弊社の平均としましては100万円から150万円程度といったとこ
ろに落ち着いています。
　ただ、弊社でもふるさと納税型クラウドファンディングの場合は1,000万円が目安です。た
だ、自治体がふるさと納税ではなくて寄付型としてやっていくのであれば500万円程度が目
安になります。それをまた委員会に下ろすと、100万円程度になります。といったところであ
る程度実行者の実力もまた目安になります。

（保田）ありがとうございます。自治体の規模によってもまちまちだと思うのですが、恐らく
今のお二方の話を整理しますと、やはり自治体の抱えている課題を解決しようと思った場合、
実際に職員さんが汗をかいて一生懸命配分調整をしてやっていこうと思った場合、そこそ
この規模感のものになってくるだろう。一方で、二桁万円、三桁万円ぐらいのものであれば、
NPOなり個人なり、企業なりが立ち上げ人となってクラウドファンディングをやってください。
そこを自治体がちょっと後押ししますみたいな、そんな形が一つの切り分けになるのかもし
れないと思います。ありがとうございます。
　宮城県の事例ですが、あれはガバメントクラウドファンディング、つまりふるさと納税型で
はなく、通常のクラウドファンディングになるわけですね。

（中川）はい。

（保田）なぜ宮城県は、ふるさと納税ではなく、クラウドファンディングの形であれをやって
いるのかが分からなかったのです。もし、ご存じのことがあれば教えてもらいたいです。

（中川）地震で被災された方が沿岸部に集中していたということもあり、農業の部分で注
目されていないところが宮城県さんの場合は声が挙がっていたそうです。そのため、その農
業と食に関するところを注目してもらい、かつ、被災している方も農村部でもいらっしゃいま
すので、そういった方に資金を流したいというところもあり、宮城県さんからお話を頂き、弊
社が受託して進めていきました。

マーケティング要素
（保田）なるほど。ありがとうございました。クラウドファンディングの場合は製品のプレ
マーケティングとしてプラットフォームを使うことができると思います。ある新商品を開発し
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ます。例えば自転車の事案であれば、自転車を開発しますと言ったときに、資金を提供して
くれる人は、資金を提供してくれるけれども、購入者でもありますという中では、商品をここ
でマーケティングするというファンクションはあります。ふるさと納税の場合は何らかそうい
う商品のプレマーケティング、企業さんのプレマーケティング的なファンクションを発揮し得
ることはありますか。

（須永）事例としてはないです。もちろん商品開発はやったことがあります。ガバメントクラ
ウドファンディングでやったことはあるのですが、それも基本的には予算が付いていたもの
だったので、同じような感じで、万が一なかったとしてもやっていたという形になります。た
だ、プレマーケティングという意味でいうと、そのクラウドファンディングは棚田で作ったお
米は非常に希少ですよね。その希少なお米で日本酒を作るというものだったので、すごく希
少価値は高いと思うのです。そのクラウドファンディングは、それも1,000万円だったと記憶
していますが、あっという間に寄付を達成して、その寄付達成のスピード感によって、やはり
酒造メーカーの期待感がすごく増したのではないかと思っています。

（保田）ありがとうございます。恐らく商品のマーケティングという意味では、クラウドファ
ンディングのプラットフォーム、Readyfor型のプラットフォームで、いわゆる購入型を代表的
にするものですが、新商品の開発をするときのマーケティングの場として非常によく機能し
ます。「こういう新しい商品を作ろうと思っています。皆さん、さあどうですか」というふうに
やります。
　一方でふるさと納税の場合は、返礼品という、ある意味特殊なものが存在します。返礼
品として提供したものが、人気商品になるかならないか。それは一方で、マーケティングで
もあるのですが、テストマーケティングでもありますということですので、クラウドファンディ
ングが新商品のマーケティングの場として適しているのであれば、一方で、多分ふるさと納
税の返礼品市場というのは、既存商品のマーケティングの市場であるとも言えると思います。
返礼品で人気になれば、では通販でも売ってみようとか、百貨店でも売ってみようとか、ある
いは地元の道の駅でも売ってみようという形にもなるという理解でいいでしょうか。

（須永）そうですね。やはりテストマーケティングの場としてふるさと納税のプラットフォー
ムに事業者の方がどんどん掲載していくというケースはあります。実は、そこでふるさと納

税で得た資金を活用して、また新商品を開発します。その新商品
をまたふるさと納税のプラットフォームに乗せてテストマーケティ
ングをするのです。ほとんどふるさと納税の場合はリスクがなく、
自治体がオーケーしてくれれば掲載がどんどんできます。そうす
ると人気具合がすぐ分かるのです。ほとんどの場合はテストマー
ケティングと言っても、なかなか出してもそんなに個数は売れない
から、本当にこれが人気なのか人気でないのかが分かりにくいと
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いうのがあります。でも、ふるさと納税の場合は先ほど言ったようにすごくメリットが高いの
で、売れるものというか、出ていくものはすごく出ますし、出ないものはそれなりにしか出な
いのです。そこでテストマーケティングの場として活用している事業者さんもたくさんおられ
ます。

金融機関との提携
（保田）ありがとうございます。私からは最後の質問になります。Readyforさんの最後のス
ライドのあたりで、金融機関との提携があり、もうすぐ50の金融機関と提携するということ
でした。この前、テレビの某番組でやっていたときに、まさに同じ質問が出てきたのですが、
地元の事業をサポートして、地元の事業にお金を提供するのは、本来地元の金融機関の役
割であって、何でReadyforのようなクラウドファンディング事業者に地域金融機関は頼らな
くてはいけないのだみたいな質問が出てきたのです。
　それに対しては、答えとしては単純で金融機関さんは基本的にお金を貸します。お金を
貸すときというのは、基本的にはローリスクなところにしか貸せないわけです。リスクが小
さいところにしか貸せません。一方でクラウドファンディングの場合は、まずアイデアを出し
てみてそのアイデアが響くか響かないか、受けるか受けないか。そこでまず、クラウドの信任
を受けて人気になったら、最初の開発資金はクラウドが出してくれます。そこからさらに事
業を大きくしようとするときに、地元の金融機関が融資をしてあげますという、この資金提
供の一種のバリューチェーンと言いましょうか。ですので、従来は一番最初のお金は起業家
自身、あるいは経営者自身とベンチャーキャピタルと呼ばれるようなベンチャー企業に投資
をするような投資ファンドがあるのですが、そういうところが出しますということなのですが、
ベンチャーの投資ファンドというのは、巨大なベンチャー企業になりそうだというのであれ
ば最初にファンド投資をしてくれますが、そうでなくて地域に根ざしたスモールビジネスに
対しては、ああいうベンチャー投資ファンドは出してくれないのです。
　地域に根ざしたスモールビジネスに対しての最初の種銭をクラウドファンディングで獲得
してもらい、顧客もクラウドファンディングで獲得してもらい、それから金融機関さんにつな
いで運転資金を融資してもらって事業を大きくしていくという流れが出てくるでしょう。大
阪府内にも地域の金融機関は信金、信組を含めてたくさんあります。そういう中では、多分
つながりは出てくるでしょう。その中で、須永さんにお伺いしたいのですが、ああいう金融
機関とのつながりや、金融機関とタッグを組んだ形で地元の企業を支援するみたいなこと
は、何かふるさと納税の方でもありますか。

（須永）あります。使い道の方になるのですが、長崎県平戸市などは、ふるさと納税で得た
基金を起業家支援に充てるというプロジェクトをやっています。その中で、ただ単に「起業
したい人は手を挙げて。ふるさと納税の基金をあげるよ」というのではなくて、地元の金融
機関とタッグを組んだ上で、金融機関さんが事業企画書など、ここはきちんとしているぞと
か、ここならできそうであるというきちんとしたチェックを通った方だけ、それに応じてふる
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さと納税の寄付金を支援してあげる。残った、ふるさと納税だけでは賄えない部分や、運
用資金などの部分は、そのチェックした地銀が融資しましょうという形を取っています。

（保田）ありがとうございます。中川さん、金融機関との連携が35からもうすぐ50というこ
となのですが、結構たくさんの案件を紹介されるものですか。

（中川）現状はリスクマネーの部分でご紹介いただく案件がほぼですので、実際に目安と
しているのは１か月に20～30といったところです。２か月に１回金融機関が紹介してくれれ
ばいいかなといったところを目安としていますので、現在は20～30です。
　また、ご紹介いただいていたところも、実際に金融庁からお話もあったのですが、地域
にお金を流しなさいというところを金融庁から言われていまして、その建前上やはりクラウ
ドファンディングを紹介するということで、地域にお金を流す仕組みをつくっているという
観点で、クラウドファンディング業界に金融機関との提携があってという部分があるかなと
思います。

フロアからの質問
（保田）ありがとうございます。では、フロアから質問を受けたいと思います。いかがでしょ
うか。二つ、三つまとめてお聞きした後で、まとめて答えていただくという形にしようと思っ
ていますので、ぱぱぱっと出していただければと思います。

（フロアＡ）先ほど保田様の話で、予算を取るためにニーズを獲得するという意味で、予算
を申請するのにいいのではないかという話があったと思うのですが、その逆で、ニーズを
やったらあまり集まりませんでした。「では、地域の人が望んでいないからこの事業を廃止
しましょう」という手にも使えるのかなというところをお伺いしたいと思います。

（保田）ごめんなさい。つまらないアイデアを披露してしまったので、先にそこだけ答えてし
まいます。実はあれを言いながら思っているのは、FAAVOのような、完全に地域に根差し
たクラウドファンディングの場合だと、参加している人たちも地域に根ざした人たちですね。
でも、Readyforのような場合ですと、基本的には全国同じプラットフォームでやっています
という中で、では、大阪府の高石市で、「何かこんなことをやりたいと思っています」という
のをやったところで、全国の人たちにしてみると、「いや、どうでもいいし」みたいな話になっ
てきます。ですから、恐らく出し先としては、FAAVO大阪みたいな、地域でほぼクローズさ
れたクラウドファンディングのプラットフォームへ出してみて、反応がなければみたいな、そ
ういう使い方ができるかもしれないと思うのです。しかし、全国的な事業者の方でそれを
やってしまうと、全部人気がないかもしれない。そこの使い道だけは注意した方がいいと思
います。でも、使い道としてはあるかもしれないです。ありがとうございます。
　他にはいかがでしょうか。
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（フロアＢ）まとまっているわけではないのですが、私の市でもふるさと納税と併せてガバ
メントクラウドファンディングを検討しているところです。プラットフォームをどこにして、ガ
バメントかクラウドファンディングか選べるというところだと思うのですが、その使い分けと
いうところで、市としてどちらがメリット、デメリットなのか。あとは、経営者目線でどちらが
メリット、デメリットなのか。税控除のところも入ってくると思うのですが、そのあたりをお聞
かせいただけるとうれしいなと思っています。

（保田）ありがとうございます。では、その質問は置いておきまして、他に質問はいかがで
しょうか。コメントや感想でも構いません。大丈夫ですか。
　では、今の質問に対して、お二方にもう一度、従前の繰り返しになってしまうかもしれない
ですが、何か思ったところがあればコメントをそれぞれしていただきたいと思います。では、
須永さんからお願いしていいですか。

（須永）ふるさと納税の寄付者側のメリットというのはお話をさせていただいたと思うので
すが、主催者側のメリット、デメリットという意味で言うと、私自身は共感できそうであれば
いろいろなところに出したらいいのではないかと考えているのです。あとは先ほども言った
ターゲットです。どんな人に響いてほしいかとか。あとは流入してくる数も違いますし、ター
ゲットも違いますので、どんな人にどのくらい欲しいのかという、まず目標があった上で、も
しお互いに親和性があるのであれば、Readyforにも「ふるさとチョイス」にも載せたらいい
と思うのです。地域性が高いのであれば、FAAVOにしようかなとか、ある程度特徴がある
と思いますので、私は併用してもいいのではないかと考えています。

（中川）弊社としては窓口が多くなって
しまうと、逆にAll or Nothing制度を
使っている場合には、窓口が多いと分
散して、支援者もどちらに入れればいい
のかと混乱してしまいますので、窓口は
逆に一つに絞った方がいいかなといっ
たところがあります。ただ、All－Inのよ
うな形であれば、窓口は広く設けても問
題はないのかなと思います。

（フロアＢ）ガバメントなのか、クラウドファンディングなのかというところで、ガバメントだ
とふるさと納税の枠内ということで、基本は税額控除を受けられると思っているのですが、
自治体がクラウドファンディングを選んだ場合は、税額控除が寄付者によってはまた違うの
ですね。税的な話になってしまうかもしれないのですが、実際、今どちらをどうやったらい
いのかというところがあやふやになっているので、教えていただけるとうれしいなということ
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です。

（保田）宮城県の場合は、実施主体は宮城県だったのですか。

（中川）弊社が運営という形です。主体は一応宮城県さんです。

（保田）でも、実際に資金調達主体は宮城県内のNPOとか企業とか個人だったのですね。

（中川）本当に農家さんが多いです。

（保田）なるほど。そうすると、自治体がクラウドファンディングをやったわけではなくて、
宮城県として、「宮城県×Readyfor」で農業支援という看板を掲げつつ、実際に資金調達
をするのはNPOとか企業とかそういうことだったわけですね。

（中川）はい。

（保田）Readyforのガバメントクラウドファンディングの場合、広島県の場合などは、広島
県が普通にふるさと納税の枠組みを使いました。逆にいうとReadyforのクラウドファンディ
ングを使っている自治体のうち、ふるさと納税の枠ではなくて、クラウドファンディングを
行っている自治体はいらっしゃいますか。

（中川）はい。三つパターンがあります。ふるさと納税を活用した場合と、寄付として受け
取る、寄付型の場合と、あとは購入型の場合があります。寄付の場合は自治体様に実行者
に立っていただいて問題はありません。調達金額のイメージ感は、大体500万円から1,000
万ぐらいと言われているのですが、支援者の方に返礼品が設定できない形になりますので、
かなり自治体側のコストが削減されます。そういったところがメリットとしてあります。ただ
し、支援者の方は逆に、ふるさと納税のように返礼品がないので、かなり大規模なクラウド
ファンディングをしていく部分では不向きな部分があるといったことがあります。
　もし、購入型として進めていくのであれば、例えば、実行委員会さんや、民間の団体に下
ろす必要がありますので、自治体側の看板が使えなくなり、やはりその分支援の集まりが若
干減る部分もあります。実際に寄付としてプロジェクトを立ち上げた例は、神奈川県動物保
護センターです。また、購入型としては、夕張市にサッカーゴールを設置したいということで、
民間の団体としてプロジェクトを立ち上げた例もあります。

（保田）ありがとうございます。そうすると、恐らく今の質問でいくと、ふるさと納税で自治
体がガバメントクラウドファンディングをやる場合と、ふるさと納税ではなく、普通の寄付型
のクラウドファンディングとして自治体がやる場合、何が違うのですかという話なので、私の
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理解では、ふるさと納税でやる場合は基本的には税額控除です。ですから、須永さんがこ
こでご提示いただいた６万5,000円に対して６万3,000円が返ってきます。自己負担は2000
円ですということだと思っています。
　一方で、普通のふるさと納税ではない、通常の寄付型でやった場合は、あくまでも寄付
金控除の扱いになりますので、６万5,000円を寄付した場合は、自分の所得税がその分、掛
ける所得税のパーセンテージですが、減額されることになりますので、丸々６万3,000円が
控除されるというよりは、恐らく２万円ぐらいが減額されて、個人の負担は恐らく４万円ぐら
いというイメージではないかと思います。ですので、寄付者の税負担という意味では、ふる
さと納税の方が圧倒的に高くはなります。
　ガバメントクラウドファンディングの案件数自体は、先ほどご紹介いただいた150件ぐらい
ですか。そうすると、ふるさと納税と見せたときに、ふるさと納税のサイトの中で埋没する
か、あるいはキラキラ輝くか、いろいろあると思います。一方で、普通の寄付型クラウドファ
ンディングでやった場合はクラウドファンディングのプラットフォームで出すわけですが、そ
の中でその案件が他の案件と比べてどういう特徴があって、埋没するかキラキラするか、そ
のあたりもあるかもしれないですね。

（須永）先生がおっしゃったように、ふるさと納税の場合は税金という性質もあるので、そ
れを自治体側がどう判断するかというのもあると思います。その税金を使ってそのプロジェ
クトをやるべきなのか。そうではなくて、やはり寄付としてやるのだったら、それにふさわし
いプロジェクトだよと認識するのか。それが自治体の判断になるのかなと思います。

（フロアＢ）ありがとうございます。

（保田）他はいかがでしょうか。

（フロアＣ）須永さんの講演の最後で、今までのはどちらかというとローカルガバメントク
ラウドファンディング、これからはガバメントクラウドファンディングということで同じ課題を
広域で資金調達するという話がありましたが、被災地支援ではないケースで、広域で同じ
課題に向けて資金調達をしているような例があるのか。そのあたりをお聞かせいただけま
すか。もしなければ大阪で初めてやったらできるかなと思うのです。

（須永）初めてで、よろしくお願いします（笑）。今のところ具体的にそれをしたところはな
いのです。ばらばらと同じような課題に対してクラウドファンディングを行っている事例はあ
りますが、みんなで一緒にやろうみたいな形で、まさに、私が描くGCFとしてやっているとこ
ろは今のところはないです。ただ、今後１件だけ、これは文科省さんがやっている、「飛び立
て留学支援」みたいなプログラムをやっています。これは留学する支援を同じ文科省がする
ということなのですが、企業さんからの寄付金で今まで賄ってきたのですが、なかなかそ
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こも苦しくなってきました。しかも、大学生などですとやはり首都圏に行きたい人、行くケー
スが多いのです。そうではなくて、もっと地域に根ざした高校生や、そういう子たちを留学
させたいという思いがあり、それをふるさと納税で全国的にやっていこうというのは、恐ら
く年内に取り組みをする予定です。そういったものも始動しつつあります。「飛び立て」は現
在募集中ですので、興味がある方はお問い合わせいただければ資料等もお送りしますので、
よろしくお願いします。

（保田）それは地元の高校生が留学をする資金の一部をふるさと納税で支援するというこ
とですか。

（須永）はい、その通りです。

（保田）そうしたら、地元の高校生が留学するというのは、別に河内長野市の人が行こう
が、豊中市の人が行こうが、結局、スキームは同じだということですか。

（須永）はい。スキームは全く同じなので、参加したい自治体さんはどんどん手を挙げてい
ただいて活用していただければと思います。本当にいい取り組みです。

（保田）ありがとうございます。では、もう一つの質問に行きましょう。

（フロアＤ）私は文化芸術課というところにいまして、イベントの実施や施設の修繕などに
ふるさと納税またはクラウドファンディングを使えないか検討をさせていただいているので
すが、先ほど須永さんの話で、いろいろなプラットフォームに載せてみたらいいではないか
というお話があったと思うのですが、例えば、1,000万円欲しいという目標額があったとした
ら、いろいろなプラットフォームに載せるときには、全てを1,000万円で出すのか、200万円
を個々のプラットフォームに出すのか、どういう形で載せたらいいでしょうか。

（須永）私も完全にAll－Inの方法しか頭になかったので、そのようなことを言ったのです
が、実はふるさと納税の場合も、要は都度決済が発生してしまうのです。ふるさと納税の場
合は達成してもしなくても、例えば100万円集めますということでしたが、結果、60万円しか
集まりませんでした。でも、期限が来てしまいました。そうすると、60万円が自治体に入って
しまうのです。All or Nothingの場合はその時点でゼロですので入らないという形になる
のです。では、その60万円はどうするのかという話になるのです。
　ですから、ふるさと納税の場合のクラウドファンディングのお勧めの方法としては、100万
円ないとできないというプロジェクトはお勧めしていません。先ほど言ったように、元 1々00
万円の予算が付いていて、60万円集まると40万円で済むというものか、または、少なかった
場合は、例えば、条例で定められている使い道、使途がありますよね。そこに近いものに積
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み立てるということをきちんとサイト上に明記した上で、100万円集まらなかったからこのプ
ロジェクトはできなかったのだけれども、60万円集まった場合は、その60万円は例えば、お
寺の修復であれば、「文化財の保存に」という使い道の基金に積み立てておくようなことを
初めから明記した上で、それでもいいよと言った人に寄付を募るという方法を取っていたり
します。All or Nothingの場合を全く無視して、私はいろいろなところに載せたらどうです
かという言い方をしてしまったのですが、そういう方法でやったりしています。
　あとは、100％超えてしまった場合も全く同じなのです。弊社の場合は100万円以上集
まったら困る場合は、100万円ぴったりになったらもう寄付ができないようにすることも可能
なのです。ただし、先ほど言ったように100万円以上集まったとしても、そのプロジェクト以
外にもやりたいものがあるから、その基金に積んでおきたいといった場合は、どんどん集め
たいではないですか。先ほども120％行っていますという話もしました。その場合、20％超え
てしまった分というのは、こういった基金に積みますということをきちんと明記した上で集
めたりしています。
　ですから、そのプロジェクトの内容によってAll－Inだけでやるのか、All or Nothingの
方法を取るのかというのが変わってくるのかなと思います。

（保田）ありがとうございました。ちょうど時間になりました。Readyforも掲載するのは無
料ですよね。「ふるさとチョイス」の方も掲載するのは無料ですよね。

（須永）そうです。

（保田）そうすると、いろいろと試してみればいいのではないかなというのが一つです。あ
と、ただ試したところで集まらなかったら皆さんの役場の中では、「何だ、結局うまくいかな
かったではないか」というおとがめはあるかもしれないですが、それ以外の実際的なリスク
はないということだと思います。それではこれで終了にしたいと思います。須永さんと中川さ
んに、盛大な拍手をお願いいたします。
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地域を応援!!～ふるさと納税×クラウドファンディング～
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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～」

開催日：平成29年９月14日
会　場：マッセOSAKA　５階　大ホール
講　師：一般財団法人社会的投資推進財団　常務理事　工藤　七子 氏
　　　　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
　　　　東近江市総務部まちづくり協働課　主幹　 池戸　洋臣 氏

４．第５回「クラウドファンディングによる地域活性化研究会」
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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～

基調講演
「ソーシャル・インパクト・ボンドの概要と可能性」

講師：一般社団法人社会的投資推進財団 常務理事　 工藤　七子 氏

講師プロフィール
　大学卒業後、日系大手総合商社勤務を経て、クラーク大学大学院国際開発
社会変革研究科へ入学。在学中、Acumen Fundのパキスタンでのインターン
に参加。帰国した2011年より、日本財団へ入会し、日本ベンチャーフィランソロ
ピー基金、ソーシャル・インパクト・ボンドのパイロット事業、Ｇ８社会的インパ
クト投資タスクフォース国内諮問委員会など様々な社会的投資のプロジェクト
に携わる。2017年４月より現職。

自己紹介
　先に少し私の自己紹介をさせていただきたいと思います。私は2011年から日本財団にお
ります。日本財団はご存じの方も多いかと思うのですが、公益に資するような事業に対し
て助成金を出すという仕事をしていました。経緯としては、ただ助成金を出していくだけで、
単年度では年間１案件当たり300万円や1,000万円というプロジェクトに単年度事業を出し
ていくだけで本当に課題が解決するのかというとそうでもない。これは皆さん、ご想像に難
くないと思うのですが、そういう会話がかなり日本財団の中でもあり、もう少し長期的に課
題を絞ってやっていこうという動きが出てきています。
　もう一方で、やはり助成という従来の手法だけではなく、投資や融資といった民間の資金、
投資的な資金を課題解決に流していこうという動きが2010年以降、これは社会的インパク
ト投資と呼ばれるようなものですが、かなり米国・英国を中心に大きな活動になってきてい
ます。これを日本でもやっていこうということで、2013年ぐらいから日本財団の中でチーム
を立ち上げ、私の方で推進してきました。ソーシャルファイナンスのチームという形で日本財
団の中でやっていたものを今年の４月から一般財団に格上げし、そちらに出向しているとい
う形になります。ですから、この社会的投資推進財団自体は日本財団の関連財団という形
になっています。

ソーシャル・インパクト・ボンド（SIB）とは
　早速、SIBについてご紹介していきたいと思います。まず今日は、そもそもSIBとは何です
かという話と、海外での動向、国内の動向のかなりオーバービューというか、全体のお話を
して、今日はお二方、神戸市さんと東近江市さんがいらしているので、私はそれ以外の案件
ということで、八王子市の案件を少しご紹介させていただきます。最後に、SIB導入プロセ
スということで、実際に導入したいとなったときに、結構課題になることなどを少しご紹介
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していきたいと思っています。
　まず、SIBとは何かというお話ですが、2010年にイギリスでスタートしました。民間資金を
活用した官民連携による社会課題解決の仕組みです。この「ボンド」という言葉が非常に
厄介で、もはやアメリカではSIBという言葉は使われていないのですが、それくらい非常に
国際的にも名前と実態が一致していないということがよく指摘されていて、非常に問題なの
ですが、債券の形を取っているものがほぼないのです。地方債みたいなものを思い浮かべ
る方が結構多いと思うのですが、構造としては全く違い、どちらかと言えば官民連携でやる
資金調達スキームで、出資の形を取ることが多いかなと思います。「投資ですか」というふ
うに言うと、資金調達の部分は出してもらったお金を返していくという形なので、投資にな
ります。ただ、それは単純に利益だけを追求する投資家ではなく、社会課題解決に資する
のであれば出したいという社会的投資家と言われるような方たちがこの業界をリードしてく
れているということです。
　これはどういう仕組みになっているかというと、まず、通常の行政サービスを民間に委託
する場合というイメージを持っていただければと思います。これは日本財団もそうなのです
が、事業者さんには基本的には成果が出ても出なくても活動に係る経費を払うというのが
基本的な考え方だと思います。こういうセミナーをやってください、こういった研修事業を
やってください、それに人件費が大体幾ら掛かりますかという、そういうコストの積み上げ
で支払い額が決まってくる形になっていると思います。
　一方、これではよくないということで、2000年以降イギリスでは成果連動支払いが発達し
てきました。これは何かというと、活動にお金を付けるのではなくて、活動の結果として表
れてきた成果に対して支払いますという考え方です。これがまず基礎にあるということです。
ただ、これをやったところ、一つ問題が出てきたのです。これは単年度事業というよりは、イ
ギリスでこれをやったときは３年ぐらいかけて事業をやったので、最後まで成果が出るか出
ないか分からないわけです。ですから、事業者、これはNPOや民間のソーシャルビジネスな
どが取っていくわけですが、この人たちにとっては３年間お金が入ってくるか分からないま
ま頑張らなければいけない。そういう非常にリスクの高い事業になってしまい、結局このシ
ステムを導入したときは、資本金がちゃんとあるような株式会社しか入ってこられないとい
う問題が生じました。
　それで、お金の部分に対しては民間の資金提供者が負担をしましょう。事業者さんはお
金の心配をしなくていいですという、ここの部分は発祥の地のイギリスの財団が多いので
すが、財団が前払いでお金を出すので安心して事業をやってください、成果が出たら第三
者評価者がきちんと評価をして、その報告書を受け取った行政から民間資金提供者にお金
を返していきましょうという取り組みが始まりました。これがソーシャル・インパクト・ボンド
です。先ほど申し上げた、成果連動支払いがまずあって、その資金調達スキームの一つとし
てSIBが出てきたということをご理解いただければと思います。
　実際、これをやっていくに当たり、事業者、行政、民間資金提供者、金融機関があります
が、こういった言語の違う人たちの間を取りまとめるのは非常に重要なポイントになってき
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ます。ですから、実際には中間支援組織が入ってくることが多いです。従って、お金の流れ
としては民間資金提供者から、中間支援にいったんお金を流して、そこから事業者さんに
最初にお金を渡して事業を実施して、第三者評価者が評価をし、行政がその成果を確認し
てから中間支援にお金を戻し、中間支援から民間資金提供者に返していくという形になっ
ています。このときに、多少リターンを乗せて返していくところがポイントになっています。
そのリターンの割合というか、どれぐらいのレベル感かというところは、どういう資金提供
者かにより、結構バリエーションがあるというのが現在の状況かと思っています。

イギリスの例
　イギリスで一番最初に行われたSIBの例は、刑務所の再犯防止のプロジェクトでした。こ
れは日本でも同じ状況だと思うのですが、イギリスでは軽犯罪者の再犯率は６割～７割で、
１年以内に刑務所に戻ってくると言われています。これは世界中、どの国でも同じような傾
向があるということです。アイデアとしては、ここの事業者さんは４団体がコンソーシアムを
組んで、刑務所にいる間から自立支援を行い、刑務所を出るときには既に住所と職業が決
まっていて、出た瞬間からその地域になじむためのメンタリングとカウンセリングと伴走支援
をしていくという、中から外までちゃんとシームレスにサービスをつないでいきましょうとい
うことを、法務省さんが許可をして民間の団体に委託をして、それに対して投資家さんがお
金を出して事業をやりました。
　これは当然、刑務所を出ていったご本人にとっても、再犯せずに地域になじんでいき、そ
こで生活を得ていくという効果があります。もう一つ財政的なインパクトとしては、一人当た
りの収監コストはイギリスだと大体400万円が税金でかかっているわけです。これが100人
出ていって、今までだと70人戻ってきたのがもし50人になったとすると、20人掛ける400万
円がダイレクトに減ってくるということがあります。ですから、法務省としてはそれだけの効
果がもし出るのであれば、多少リターンを乗せて投資家にお金をお返ししてもいいのでは
ないかということで、７億円ぐらいを17の投資家が出資をして、５年間事業をやり、ついこの
間、結果が出ました。
　これはどういうふうに測ったかというと、そのサービスを受けた人たちのグループと、大
体属性が同じの受けていないグループを比較して、その差分を取って、平均というか、受け
ていないグループとの差が7.5％を上回ったらお金を払いますという契約でした。結果的に
は９％の差が出てきたということで、無事に３％のリターンを付けて投資家さんにお金が
戻っていったということです。
　SIBはPFIとどう違うのですかという質問が結構多いのですが、刑務所のPFIは日本で
もあります。この辺りだと兵庫県でやられているのではないかと思います。PFIの発想は、刑
務所の運営に係る費用を減らしていきましょうというものです。SIBは何が違うかというと、
そこの運営費よりも大事なのは一人当たりに払っている収監コストであり、逆に、戻ってく
る人を減らした方がよほどコスト削減になるということだと思います。今の日本の刑務所の
PFIだと、民間企業が刑務所の中に入っていって、教育や就職に向けた研修をやったりする
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のですが、いわゆるコストセンターなので、そこは減らした方が利
益が出るという構造になってしまっています。もし、再犯防止の比
率と民間のコンソーシアムが得られる収益がひもづいていたとし
たら、民間事業者はもっと頑張るわけです。もっと成果を出そう
として、今であればどちらかというと慈善事業的に刑務所でやっ
ていることを、もっと本気を出してやる。そのあたりがSIBとPFI
の違うところです。われわれとしては、今後、そういうハードもの
も含めて、もちろん建設の部分というのは当然、成果連動という

わけにはいかないと思うのですが、ハードを建設した後、実際にそこで提供されるサービス
は安ければいい、低ければいいというわけではなく、そのサービス自体が出す価値というも
のと、民間のコンソーシアムへの収入がひもづけられるような世界が、日本でもできるので
はないかと思っています。

海外の最新動向
　実際に海外の動向を全体感としてお伝えしていきたいと思います。これは2014年のデー
タなので少し古いのですが、今、大体速報値で言うと80件ぐらい、300億円ぐらいが動いて
いると言われています。案件で言うと、やはりイギリスが一番多いのですが、アメリカの方が
１件当たりの金額は大きくなっていて、全体の金額に占める割合は北米がリードしているか
なという感じです。お隣の韓国でも始まっていますが、アジアではなかなかまだ始まってい
ません。
　分野は、若者就労支援が案件数でいうと非常に多いです。それから生活困窮者支援、子
ども・家庭支援です。ただ、去年ぐらいから糖尿病が実はイスラエル、フランスでも始まって、
カナダでは心臓病が始まってということで、やはりヘルスケアの領域というのはこの数年か
なり伸びてきているかなと思います。
　案件の規模感です。大体１億円から５億円ぐらいの間というのが一番多いです。今回、神
戸市さんでやっているのは3,000万円ぐらいなので、なかなかこの規模感に日本の自治体が
持っていくのは少し厳しいなと感じているところです。大きいものだと30億円というのがア
メリカであります。これが今のところ、世界で最大のSIBになっています。
　期間は３年ぐらいがいいところという感じです。リスクとして、７年というのをやったら、途
中で首長さんが代わって、政策変更を迫られるというような結構難しい側面もあり、３年ぐ
らいが事業の内容的にもちょうどいい期間なのかなと思います。
　資金提供者は、ほとんどが財団であったり、インパクト投資家、先ほど少し申し上げたよ
うな、単純に利益だけを追うような投資家ではなくて、課題解決をしていて、かつ、きちんと
リターンも出すという、ダブルボトムラインと言いますが、その二つを同時に追求するような
投資行動をするような人たちがほとんどです。それから、欧米だと結構、篤志家さんが多い
です。ラリー・サマーズさんが出資したというニュースが出ていましたが、いわゆるそういう
富裕層の方や有名な方がお金を出しているケースが多いです。20％だけ入ってきているの
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が、Goldman SachsやBank of Americaとか、いわゆるメインストリームの金融機関で、こ
れらがお金を出し始めています。

国内の最新動向
　国内の最新動向をお伝えしていきます。これは私が把握している限りですが、実証事業
という、いわゆるモデル事業で、成果が出ても出なくても行政が支払いをしなさいという、
試しにやってみましたというパターンで６件です。本格導入、本当に成果が出たら、行政は
税金を民間に返していくということをやった、もしくは始まっているものが４件です。その他、
案件組成中ということでいうと、これはもうかなり見えていないところもたくさんあると思う
のですが、少なくともわれわれの方で既に今、来年の予算を取りたいとかそういう動きを自
治体さんからご相談いただいているもので10件ぐらいという感じです。日本でいうと課題
領域は児童養護、例えば養子縁組の推進であったり、若者就労です。これは尼崎市さんで
引きこもりの若者の就労支援のパイロット事業をやったりしています。それから認知症です。
これは公文さんと一緒に福岡市等と７自治体でやったケースがあります。そして、がん検診
は八王子市さん、糖尿病は神戸市さんです。また、地域共生と呼んでいますが、東近江市さ
んのような事例があります。
　資金提供者は後ほどご説明があるかと思いますが、三井住友銀行さんや、みずほ銀行さ
んが既にお金を出してくださっています。メガバンクさんの関心は非常に高いです。個人的
には地銀さん、信金さんがぜひこういうものを通じて地域課題に着手していただきたいと
思っていますが、関心がある方がいたらぜひ巻き込んでいただきたいと思います。
　それから、今回は個人の篤志家さんに近い方も４名ぐらい出してくださっています。あと
はクラウドファンディングです。ミュージックセキュリティーズという投資型のクラウドファン
ディングをやっているところをご存じかもしれませんが、ここは案件が出てきたらいつでも
やりたいと言ってくださっています。今日の研究会のテーマでもあるかと思いますが、クラウ
ドファンディングも大いに可能性があります。これは寄付型というよりは、投資型のものです。
出したら返ってくるというタイプのプラットフォームであれば、十分、接続が可能かなという
ふうに考えています。
　この図は、われわれの団体で関
わっているものということで、ピック
アップしました。
　ここに並んでいるうち、神戸市さ
んと八王子市さんが既に本格導入に
入っています。それ以外のものは検
討段階であったり、検討したけれど
も導入に至らなかったというものです。
例えば、一番上の厚労省は、もうご覧
になった方がいらっしゃるかもしれま
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せんが、今年はモデル事業をやってくださっています。ついこの間、結果が発表されて、まだ
公表していないのですが、10件、全国のいろいろな自治体さんと事業者が組んで、これか
ら３年間やっていきますということで手を挙げていて、厚労省さんのお金が付いているとい
う形になっています。
　その前に、われわれが自主的に取り組んでいたのは、横須賀市、尼崎市、福岡市等々で、
児童養護、若者就労、これは先ほど申し上げた引きこもりの若者への就労支援です。それ
から認知症の予防です。こういう領域で実証事業をやりました。これは弊社の助成金でお
金を出して、フィールドを貸していただいて、成果が出ても出なくても支払いはなし、自治体
の皆さんには財政負担なしで、まずはフィールドを貸してしてくださいと言ってやらせていた
だいた案件です。その後、神戸市さん、八王子市さんとの取り組みがスタートしています。そ
の他、大阪府の和泉市さん、高石市さんはがん検診の領域で、これも弊社の助成金を出
させていただいて、今、実証事業の結果としてレセプトデータの分析をしているところだと
聞いています。東近江市さんは昨年度から既にコミュニティービジネスの文脈でやってくだ
さっているという感じです。この他に、横浜市さんが今既にヘルスケアの領域で公募事業を
出されていたり、結構いろいろな自治体さんで少しずつ研究事業的なものはお見受けして
いるかなと思います。
　政府の動きです。まず2017年でいうと、「未来投資戦略2017」です。ヘルスケア領域で
ソーシャル・インパクト・ボンドを使っていこうということが言及されています。それから、
「まち・ひと・しごと創生基本方針2017」の中にも登場します。実は３年ぐらいずっと出てい
るのですが、政府主導というのは、今のところ厚労省さんと経産省さんの方でやっているモ
デル事業というところです。ただ、各省庁さんはすごく関心は持ってくださっていて、恐らく
研究会レベルで言及されたという意味では、ほぼ全ての省庁さんです。ただ、具体的に既に
動き出しているところでいうと、厚労省さんの、先ほど申し上げたモデル事業がスタートし
ています。それと、経産業省さんは実はもう３年前からずっとこの領域を応援してくださって
いて、ヘルスケア領域で財政コストの削減を実現しながら、よりクオリティの高いサービスを
提供していくというところを研究として関わってくださっています。あとは「まち・ひと・しご
と」です。あと、総務省さんが今回、データ活用型SIBということで、ビッグデータをテーマ
にしてSIBができないかということで、模索をされていると認識しています。

八王子市のSIB事業概要
　私の方でこういうことをやっていますというのを、分かりやすい事例として一つご紹介で
きればと思います。今年度、本格導入したものとして八王子市さんと神戸市さんの二つがあ
りますが、これは八王子市さんの案件です。大腸がん検診の受診率を向上するという事業
です。当然、上位目標としてはQOLを向上しましょう、健康寿命を延伸しましょうというの
はもうどこの自治体さんでもやっていることで、がん検診はそのためにやっていることだと
思います。その中で、今回の事業の目的としては大腸がんの早期発見を促すということです。
検診受診者の特に低い層を対象にして、オーダーメイドの受診勧奨はがきを送って検診率
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を上げていく事業です。これは大腸がんの便検査キットは国保の対象者の皆さんに送るの
ですが、その中でも特にリスクが高くて、かつ、ちゃんと来る確率が高い方にはリコールをし
て来てもらうということを具体的にやっています。
　これはキャンサースキャン株式会社という、ソーシャルビジネスで、名前が表すように、が
んの検診率を上げることを専業にやっている会社と組んでいます。多分、日本ではこれが唯
一なのではないかと思います。何かというと、通常送っているお手紙よりも、だいぶコミュニ
ケーションに気を付けて、例えば乳がんの場合で言うと、来ない人は怖くて来ないか、全く
逆でもう自分は大丈夫となめきっていて来ないか、手続きまで行ったけれど、途中で脱落し
ているかの三つだということが大体分かってきました。そうすると、１番と２番の人には全く
違うメッセージを送らなければいけないわけです。怖い人に対しては、ちゃんと早期で発見
されれば乳がんはこれだけ治るのですよということをおはがきに書かなければいけません。
２番目の方には、女性の30代でこれだけの方が乳がんで亡くなっていますよということを書
かなければいけません。そこはメッセージを変えることによって、より健康に意識を持って
もらう。そういう、やり方としては非常にオーソドックスというか、ストレートな感じなのです

が、それで実際に乳がんの場合は検
診率が３倍になったという自治体さ
んの実績もあり、今回はそれを大腸
がんでやっているところです。
　体制としては図のような感じになっ
ています。中間支援組織はケイスリー
株式会社です。キャンサースキャンさ
んが事業者です。実際のやり方とし
ては、①八王子市さんとキャンサース
キャンの間で、普通の業務委託契約
を結びます。SIBは特別な契約を結

ばなくてはいけないのですかという質問があるのですが、業務委託契約自体は普通です。
ただ、支払い条件のところに成果物を納品したら幾らとは書いておらず、検診率が何％に
いったら幾ら、精密検査受診率が何％にいったら幾ら、早期発見者数一人当たり幾らと書
かれています。これに応じてキャンサースキャンに収入が入ってくる形になっています。②こ
の契約が結ばれたことを確認して、資金提供者、デジサーチさんというIT系のベンチャー
企業です。ここも実はクラウドファンディングのプラットフォームを持っている会社で、非常
に関心を持って今回お金を出してくれました。それから弊社です。弊社に寄付を頂く形で、
みずほ銀行さんもお金を出してくださっています。そして、③に行き、そのお金を持ってキャ
ンサースキャンさんが先ほど申し上げたような受診勧奨を行います。今回、第三者評価者は
入れておりません。それは、がん検診は厚労省がそれを測るガイドラインをきちんと作って
いるので、そこに恣意性が挟まれることはほぼないという判断をして、医療機関から報告さ
れるデータをもって、八王子市が成果を測る形になっています。④八王子市さんが確認をし
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たら、成果に応じて支払われます。⑤でキャンサースキャンに戻ってきたお金を、われわれ
を含む資金提供者に戻していただくという形になっています。
　評価の対象は先ほど申し上げた通りですが、こういう形でいくと、今までは大体インプッ
トから活動ぐらいを見て支払っていたと思うのです。何枚お手紙を送ります、何件電話をか
けます、それに幾ら掛かりますかという発想だと思います。今回はそうではなく、検診の受
診率が何％になりましたか、その結果として精密検査に何％の人が来ましたか、そのうち何
人の方が早期発見されましたかというのを測ります。これは当然、早期で発見された方がそ
の方は治る可能性が高いというのが一つ、もう一つは、早期で発見されると比較的少ない
手術費で済みます。ステージ４で見つかると、その10倍くらいのコストがかかりますというこ
とで、当然国保ですから、八王子市さんの国保会計にもいい意味で響いてくる形になります。
　既に事業を開始しています。2018年度の時点で検診受診率は出ます。そうすると、244万
円が払われます。これは最大値です。最大値を設定するのは、これは自治体さん事業なの
で、どんなに成果が高くても、受診率が100％に行ったとしても244万円です。そして最後の
年に、精密検査の結果と早期がんの発見者数が出たら、残りの732万円が払われるという
形になっています。
　総事業費は976万円、目指している早期がん発見者数が11人、医療費適正化効果が
1,684万円ぐらいという形に試算をしています。

SIB導入プロセスについて
　最後に導入プロセスについて少しご紹介していきたいと思います。ただ、この辺はわれわ
れも、過去２年ぐらい八王子市さんと神戸市さんとかなり手探りでやってきたので、ここに
正解があるというよりは、われわれ自身も本当に分からない中、やってきたというところで、
もっとクリエイティブに解決する可能性があるのであれば、ぜひ、いろいろなアイデアを頂き
たいと思います。
　まず推進体制です。先ほどお示しした通りではありますが、これはそもそも誰が発端と
なってやるのですかという話です。今までのケースで言うと当然われわれが自治体さんに
「一緒にやりましょう」というふうにラブコールをして始まるケースが多かったのです。ただ、
自治体さんがやる場合はそうではなくて、このストラクチャーを自分たちでつくって、公募を
かけることも十分に可能かなと思います。
　プレーヤーとして重要なのは、やはり中間支援組織かなと思います。なくてもできるとは
思います。どういう場合にできるかというと、サービス提供者にすごく力があり、調整能力が
高い場合は要らないかもしれません。しかし、なかなか難しいケースが多いので、われわれ
のようなところが中間支援に入っていきます。行政との間では、成果報酬の契約を結ぶわけ
ですが、実際、どういう課題領域でどういうことをテーマに、どういう条件でやっているか
ということを交渉していきます。サービス提供者さんはどういうところがいいかも探してきて、
おつなぎしてという調整役をやります。資金提供者を探してくるのも今回、われわれがやっ
たパターンでいうと中間支援組織です。
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　評価のところが少し分かりにくいのですが、評価アドバイザーというのがあります。これ
はどちらかというと中間支援組織やサービス提供者を助ける形で、こういう評価指標がい
いのではないかという素案を作っていくための専門家です。中間支援組織のインハウスで
いればそれでもいいと思いますし、サービス提供者の中にデータ専門の人がいて、その人が
評価にすごく詳しい場合は要らないかもしれないのですが、大体、評価をつくるところが非
常に重要なので、ここさえ決まれば後はそんなに難しくないという感じだと思います。一方、
第三者評価機関というのは、これは第三者評価機関なので、どちらかというと中立的に評
価フレームワークが適切だったのか、成果を出すために不正や不適切な介入行為が行われ
ていなかったかとか、そういう第三者的ないわゆる監査っぽいことをやるという意味での第
三者評価機関です。このような座組でやることが多いです。
　では、これから誰がやるのですかということですが、行政のところは基礎自治体さんでも
当然大丈夫です。今のところ神戸市さん、八王子市さん、東近江市さんと、皆さん自治体さ
んでやられていますが、来年一つ進んでいるものとして、都道府県レベルでも検討に入って
いるところがあります。また、厚労省さんも今回モデル事業、今年は恐らくないのではない
かと思いますが、来年以降、実際に成果が出たら、厚労省のお金で成果連動支払いをする
とおっしゃっていますので、政府でも当然可能性はあります。中間支援組織は財団等の非
営利団体、シンクタンク、地域ベースのコンサルさんなどもあると思います。そういうところ
は能力のあるところを十分回せるのではないかと思います。サービス提供者もNPOに限ら
ず、ソーシャルビジネス、普通の企業、結構大企業の方の問い合わせが相次いでいます。健
康系の企業さん、あまり名前は申し上げられませんが、そういうところも十分可能性はある
かと思います。資金提供者は先ほど申し上げた通りです。
　ちらっと、休眠預金と書いていますが、イギリスの場合は休眠預金のお金がSIBにかなり
入っていて、一般の方のお金がそれを呼び水的に、休眠預金の基金が出しているから自分
たちも出すということでやってきたというのもあります。評価アドバイザーは、シンクタンクや、
あとは今、社会的インパクト評価イニシアチブという評価を専門とした人たちのネットワーク
組織があるので、そこにコンタクトしていただくとできる人はいっぱいいると思います。第三

者評価機関は大学や評価専門機関
です。監査法人は今まで多分フィー
が高過ぎてご一緒できないなという
感じなのですが、やはり地域の大学
さんとかがすごくいいのかなと思って
います。
　この図はプロセスです。当然です
が、やはり最初は社会課題、何の領
域で何を解決したいのですかという
ところが当然重要になってきます。そ
のときに、行政サービスを特定して、
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しかもどういった方にやるのか。八王子の場合だと国保の対象者で何歳から何歳で、この
人たちに対して大腸がんの検診を届けたいというところまで絞り込んでいくことが非常に
重要です。一番大事なのは、やはり成果指標の設定です。これは少し誤解を招きやすいの
ですが、成果指標イコール支払い条件ではないと思います。成果指標はあくまでも政策目
標として達成したいアウトカムなので、それはそれできちんと設定をして、そのうち、ではど
れを支払いに結び付けますかというのは後から考えることです。やはりそこのアウトカムを
きちんと明確にしていく。実はそのプロセス自体がとても重要です。改めてその議論を始め
ると、これは何のためにやっていたのでしたかということも結構あると思うので、この辺の
プロセスが一番重要です。それに応じてサービスを提供する。どういうサービスを提供する
かを決定して、ようやくここで財務モデルが出てきます。この事業に一体幾らかかるのだと
いう。ここはあくまでもコストの積み上げです。八王子市さんの場合は大体1,000万円ぐら
いかかっていますが、それはキャンサースキャンがこれだけの人件費をかけてAIのモデル
を開発して、便検査キットを送るのに１件当たり幾らかかるのでというコストの積み上げは、
通常のビジネスと同じようにやります。ただ、それを支払うやり方がいつもと違うという形で
す。
　幾ら集めなければいけないかが分かったら、ようやく資金調達に入っていきます。そのと
きも、一体誰を巻き込むのがいいのかというのは非常に重要なポイントです。恐らく、例え
ば子どもだったり、児童養護という領域だと、もしかしたら個人の方の方が可能性はあるか
もしれません。逆にヘルスケア系だと、今回も企業さんが結構関心を示してくださったり、生
命保険会社さんが投資をしたいという話もあります。どういう人を巻き込むとよりその成果
が波及効果を生み出すのだろうかというところも重要なポイントです。そして、関係事業者
の調達です。この辺はどちらかというと、事業者さんはもう４番の提供サービスの決定あた
りで決まっていることが多いかなと思います。
　最後、契約をまいていくところが、自治体の中で契約課や財務課も巻き込んだ大変なプ
ロセスでもあるのですが、大体これぐらいの時期から１年かけてやっていく感じです。だか
ら、春ぐらいから始まって、このぐらいの時点には４番までは決まっていて、予算要求をする
という感じでしょうか。
　課題と対応策です。大体聞かれるポイントとしてよくあるところなので、上からいきたいと
思います。成果に応じた支払い契約はできるのですかという話です。これは前例がなくはな
いということと、今回、神戸市さんと八王子市さんがやってくださったので、それはできます。
当然、青天井で幾ら払うか分からないというわけではないので、マックスでもこの金額とい
うことを設定します。債務負担行為を設定していただくことが、多分一般的です。あとは基
金というやり方も当然あると思うのですが、この辺は恐らく今、あまり追い風が吹いていな
いところだと思います。本当は基金でやれると一番いいのです。それはなぜかというと、自
治体さんをまたいでできる可能性もあるのではないかなと、個人的には思っているからです。
やはり基礎自治体一つでやると、非常に予算取りが規模感として難しい。そこを自治体連合
でやることも可能性としてはあるかなと思っています。
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　複数年度にわたる予算の確保ですが、ここもやはり単年度が通常だと思いますので、恐
らく神戸市さん、八王子市さんもかなり庁内の調整を頑張っていただいたと思います。とは
いえ、債務負担行為は当然例もありますし、工夫をすればできるということが今回実証され
たかなと思います。中間支援をどうやって見つけてきますかというところは、やはりこの辺は
できるところが地域に存分にあるかというと、現実としてなかなか難しいと思います。これ
からわれわれがやろうとしているのは、既にやったことがある、今回、八王子市さんや神戸
市さんの案件に関わった人たちで、例えばもし次に大阪でやりますという場合は伴走支援
をさせていただいて、一緒に１回ぐるっと回してみるみたいなことをすることで、他の事業
者さんもこういう取り組みを全国でできるようにご支援していきたいと思っています。
　サービス提供者も、たくさんいるかというとそうではないと思います。神戸市さんの案件
も広島のベンチャー企業を連れてきたり、尼崎市さんの案件も東京の優れたNPOを大阪
に落下傘部隊で連れてきたりということもやっています。地域で探すのがベストだと思いま
すが、いろいろな地域と連携して見つけていくことが重要かと思います。
　資金提供者は、足元の状況を言うとすごく関心は高くて、年間10件あるぐらいだったら十
分に賄えるぐらいの関心度があるかなと思っています。ご相談いただければと思います。
　成果指標の設定は非常に重要なところです。ここはすごく議論に時間をかけるところだと
思います。専門家の方はいろいろいらっしゃいますし、われわれとしても失敗も成功もある
ので、ご相談いただければやはりできる方を巻き込んでやっていくのが重要かなと思います。

SIBの導入で達成できること
　最後になります。SIBは恐らくいろいろな効果があり、いろいろな方が違うポイントから注
目をしてくださっているなと思うのですが、われわれとしてこれに期待しているところは４点
です。
　一つは、官民連携でやっていくところです。これはもう皆さんは当然いろいろな連携され
ていると思うのですが、単純にアウトソースして安くなるという世界ではなくて、事業者さん
の可能性を最大限に引き出す形で実際にアウトカムを出していきます。安いからアウトソー
スするのではなくて、成果が出るからこそ一緒にやるという世界をつくっていきたいという
のが一つです。
　もう一つは、新しい資金の流れです。これは本当にそうですね。SMBCさんやみずほさん
がこういうところにお金を出していく時代になっているということです。それ以外にも、個人
の投資家さんの関心は非常に高いです。そういった方のお金が今、銀行口座に眠っている
わけですが、どうやって流すチャネルをつくっていくかが、財政が逼迫している自治体さん
が多い中で重要なポイントかと思います。クラウドファンディングの接続も十分にあり得ると
思います。
　三つ目は、やはり成果を可視化していくところです。これはわれわれがやってみて何が一
番発見だったかというと、今までですとやはり、公募をしてしまうと単価が安いところが勝っ
てしまいます。当然そういうドライバーは効いてしまうのですが、成果連動で測るというとこ
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ろに切り替えたときに、安いところを取るのではなくて、本当にこの成果を出せるのかという
ポイントで事業者さんを見るようになります。そうすると、事業者さんもやはり、安かろう、悪
かろうの事業者が生き残っていくことはないわけですから、そういうところは絶対に手を挙
げてこなくなります。われわれは絶対にこの成果を出せますというところが、成長の機会を
得られる世界になるといいなと思います。
　SIBは財政コストを削減するためのものだという発信がメディアでもされがちなのですが、
別にSIBだから削減できるわけではなくて、予防事業なら当然削減はできるわけです。ただ、
やっぱりこういうスキームを導入することによって、一体幾ら投入するとどれぐらいの財政的
なインパクトが出るのかという可視化にはなり、実際、それは本当に出たのかというのはレ
セプトデータを取ってチェックしていくことができます。そういう意味では、そこに注目をし
始めることにより、結果的に縮減になることはすごく大きな効果かなと思っています。
　われわれは本当にまだ始めたばかりで、2014年に検討をスタートして、先ほど申し上げ
た通り、いろいろなパイロット事業を自治体さんでやらせていただいて、ようやく今年度か
ら本当に神戸市さん、八王子市さんにご尽力いただいて、ご一緒することができました。今、
政府の方でもかなり注目が高まっていて、厚労省さんだけではなくて、官房サイドでもいろ
いろな動きがあります。恐らく自治体さん単体ではなかなか難しいところも、いろいろな都
市が出てくると思いますので、ぜひ今のうちに検討に着手いただいて、何かあればご相談い
ただければ、われわれの方でサポートできるところはしていきたいと思っています。
　私の方からは以上です。どうもありがとうございました。
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　神戸市企画調整局政策調査課の北尾と申します。よろしくお願いいたします。今年の７月
20日に神戸市においてSIBを活用した糖尿病性腎症等重症化予防事業をやりますと発表
させていただいたところです。この８月にようやくその対象となる患者さん等も決まり、９月
になってようやく事業が始まったところですので、事業の成果などはまだこれからというこ
とです。仕組みとしては今できたところですので、どちらかというとこれまでの契約に至るま
での経緯などを中心にお話をさせていただきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いいた
します。

神戸市企画調整局政策調査課とは
　まず、神戸市企画調整局政策調査課とはということですが、われわれは公民連携のワン
ストップ窓口として事業者と担当局をつなぎ、アイデア実現のお手伝いをしています。この
組織は、実は平成25年４月に企画調整局内に公民連携推進室という組織を立ち上げまし
た。これまでは民間事業者さんが自治体と一緒に何かやりたいというようなお話があったと
きに、例えば一緒になってごみを減らしたいとか、それであれば所管する部局は環境局です
ねとか、分かりやすいのはいいのですが、そうではなく、もっといろいろな部局を横断した
ようなご提案であったり、一見聞いただけではどこが所管なのか分からないとか、そもそも
民間企業の方で普段からあまり自治体とお付き合いがないところは
自治体の組織がよく分からないという問題がありました。神戸市と
しても民間企業の方といろいろなアイデアを出し合い、連携してい
きたいという思いがありましたので、平成25年４月にこの公民連携
推進室をつくり、民間事業者さんと市役所内の各組織とをつなぐワ
ンストップ窓口を設置しました。
　今は政策調査課ということになっているのですが、平成28年４月
に組織改正をして、政策調査課になっています。こちらは、今日は自
治体の方ばかりだと思いますのでよくご存じの方もいらっしゃると思うのですが、平成27年

事例発表①
　「神戸市におけるSIBを活用した

糖尿病性腎症等重症化予防事業の紹介」　

講師：神戸市企画調整局政策企画部政策調査課政策調査担当　係長　　
　 北尾　大輔 氏

講師プロフィール

　1978年生まれ。2002年に神戸市役所入庁。企画調整局政策調整課にて、公民連携に関する企
画立案及び調整、市政の新規施策の調査などの業務に携わる。
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に内閣府のまち・ひと・しごと創生本部から、地方創生ということで地方版の総合戦略、人
口減少対策を作るというのがありました。27年に神戸市においても人口減少対策である神
戸創生戦略を作りました。そこで、地方創生の部門と地方創生を実際にやっていこうと思う
と民間事業の方ともいろいろなことを一緒にやっていく必要があるのではないかということ
で、平成28年４月に地方創生の部門と公民連携の部門が一緒になり、政策調査課という部
署ができました。この政策調査課で各事業部局、それから民間事業者等をつないでいろい
ろな連携をしています。

SIB導入の経緯
　今回の、社会的投資推進財団さんとご一緒させていただいた神戸市のSIBについてです
が、神戸市は、既にご存じかと思うのですが、ヘルスケアクラスターである神戸医療産業都
市構想を進めています。それと同時に、先ほど申し上げたような公民連携もワンストップの
窓口をつくってやっているということもあり、２年前の平成27年の夏ぐらいだったと思うので
すが、当時の日本財団さんから、一緒に社会課題の解決につながるようなことをやりません
かということでお声掛けいただいたという経緯です。
　そこから、ヘルスケア部門ということで、われわれ企画調整局と保健福祉局とが一緒にな
り、どういった課題が考えられるとか、まず社会課題の抽出から入りました。平成27年夏か
ら検討したので、秋の平成28年度の予算編成のときには、先ほど工藤さんからのお話にも
ありましたが、まだ成果指標をきちんと詰めるというところまで至らなかったので、庁内の
財政当局の査定でなかなか通らなかったという経緯がありました。そこからもう１年、本当
に課題は何なのかというところを詰めていきました。
　この事業の説明等は後でさせていただきますが、社会課題の抽出というところで、今回、
糖尿病性腎症に着目しました。それで、本日お越しの皆さまは企画部門の方もいらっしゃれ
ば、保健福祉部門の方もいらっしゃると思います。保健福祉部門の方からすると常識なのか
もしれませんが、この辺の背景についても少し説明をさせていただきたいと思っています。
　糖尿病が原因で腎臓機能が悪化すると、ステージが第５期まで分けられていて、人工透
析になってしまうと第５期になります。こうなると、費用面でも医療費が年間一人当たり約
500万円かかると言われています。これを、仮に第４期でとどめられたら約50万円で済むと
いうか、そういう費用になりますので、ここに大きな差があります。それから、人工透析に
なってしまわれると、その患者さん自体の生活の質も著しく低下してしまいます。人工透析
をするために週３日ぐらい病院に通っていただかないといけないですし、時間も１回当たり
の人工透析には３時間から５時間程度かかると言われていますので、場合によってはお仕
事も辞めないといけないという事態も想定されます。そうなると、医療費自体もそうですし、
患者さんの生活の質も下がりますし、これまでその方が稼がれていた所得も失われてしまう
という課題がありますので、ここに着目しました。
　全国の人工透析患者の推移（1995年から2014年まで）を見てもずっと伸びており、約２
倍になっています。神戸市でも国民健康保険の患者さんは、毎年、年間10件程度ずつ増え
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ているような状況です。
　透析導入患者の主要原疾患の推移を見ても、人工透析になる患者さんの中で一番大き
いのが糖尿病性腎症ということで、糖尿病が原因の患者さんが一番多いと言われています。
神戸市も同じような傾向で、44％程度の方が糖尿病性の腎症を患っておられます。こういっ
た背景があり、神戸市ではSIBを活用した糖尿病性腎症等の重症化予防事業をやろうとい
うことで、日本財団さんと相談をしながらこの事業に取り組むことにしました。

SIB事業の概要
　目標は、もちろん市民の健康寿命の延伸です。事業の目的としては、先ほど申し上げたよ
うな、糖尿病性腎症等のステージの進行、人工透析への移行予防ということです。今回は
医療機関を未受診の方、それから治療中断中でハイリスクの方、約100名を対象にしました。
今回は100人集めたのですが、集まっていただいた方は、先ほどのステージで言えば第３期
の方が中心になっています。
　事業者にやっていただく内容は、医療機関を未受診であったり治療中断中ですので、ま
ず、医療機関の受診勧奨です。それから食事療法、運動といった保健指導を実施していた
だきます。対象者がきちんと医療機関を受診されたり、保健指導によって生活習慣を変え
ることで重症化を予防し、人工透析に陥るのを防ぐことを目的にしています。
　成果の指標は、大きくは三つあります。まず、保健指導プログラムの修了率です。100人の
方が途中で離脱されることなくきちんと保健指導プログラムを修了された率です。それか
ら、生活習慣の改善率です。実際に保健指導プログラムを終えて、対象の方の生活習慣が
変わったのかどうか。最後には腎機能の低下抑制率ということです。実際に腎機能の低下
が抑えられたのか。これを成果指標にして委託料を支払います。事業費は約2,400万円です。
　事業期間は今年の７月から2020年３月までの３年間を予定しています。まず、保健指導
のプログラムを実施していただくのが、この７月から来年の３月までです。ここで保健指導
プログラムの修了率が出てきます。その後、２年間をかけて評価業務を行うということです。
そこで実際に生活習慣が改善したとか、腎機能の低下が抑えられたということを２年間か
けて検証していきます。
　期待されるメリットとしては、住民の生活の質の向上です。人工透析にならないというこ
とで生活の質を維持、向上ということです。それから、先ほど申し上げたような、治療にか
かる医療費の適正化ということで、第５期になってしまうと年間500万円かかりますので、そ
こを適正化していきます。それから、労働ができないことによる逸失所得の削減を期待して
います。
　事業の実施体制です。先ほど社会的投資推進財団さんの工藤さんからも説明がありまし
たが、神戸市の場合は少し先ほどのオーソドックスな形と変わっている点がありますが、役
割としては、直接の業務委託契約は神戸市と事業者であるDPPヘルスパートナーズというと
ころでやっています。DPPヘルスパートナーズは、先ほども少しお話がありましたが、広島
大学のベンチャー企業で、初の糖尿病に特化した保健指導をされるのが特徴です。
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　これまで、市では保健指導はもちろんやっていたのですが、あくまでも電話と文書等によ
る保健指導ということで、こういった特化したプログラムまではやっておりませんでした。今
回この仕組みを入れることで、これまでは自治体だけでやっていたことを、民間事業者の方
が先進的なやり方で、より専門的にやっていただける。その成果に応じた委託料の支払い
ということで、もし成果が出なかった場合は、全額を支払うのではなく、一定額を支払うと
いうことです。今回の契約では、一応、その事業が履行されたら、最低保障額ということで、
全体事業費の４割をお支払いすることになっています。あとの６割プラス、さらに成果が上
がったときのインセンティブ分は、成果指標に応じてお支払いすることになっています。で
すから、もし神戸市とDPPヘルスパートナーズさんとの２社契約であれば、DPPさんにとっ
ては４割分は支払われるけれども、それ以外のところは支払われる保障もなく、かつ、支払
われるとしても２年間の検証期間が終わってからになりますので、資金繰りをどうするかと
いうような課題がDPPさんにとってはありました。それが、今回、SIBを活用することにより、
中間支援組織である社会的投資推進財団さんに仲立ちを頂き、資金のところは三井住友
銀行さん、社会的投資推進財団さん、それから三井住友銀行を通じて集められた個人投資
家の方が資金を出して行われるということで、この事業者、ベンチャー企業でありますDPP
さんは資金繰りのリスクを抱えることなく事業ができるようになったということです。
　DPPさんは、今回われわれとの契約では対象が100人ということですが、われわれ神戸
市側にとってみると100人というのは決して大きな人数ではなく、潜在的な対象患者さんは
もっと数千人単位でいらっしゃいます。ですが、DPPさんにとっては、これまで事業をされて
いたのは大体30名程度とお伺いしていますので、そこが３倍強の人数でできるようになった
ということです。彼らにとっても、100人規模でやろうと思いますと、専門の看護師さんや保
健師さんなど、そういった人員を確保しないといけませんので、そこもこういった資金提供
者がきちんといることで、可能になったというのが特徴です。
　今回、中間支援組織として社会的投資推進財団さんに入っていただいているのですが、
先ほど工藤さんは、この中間支援組織というのは場合によってはなくてもできるかもしれな
いとおっしゃいましたが、今回われわれの事業でいきますと、やはりこの中間支援組織なし
では成し得なかったと思っています。といいますのも、われわれと事業者の間に入って、成
果指標をどうするかといったところもずっと間に入って調整を頂いています。また、投資家さ
んとの連絡調整についてもわれわれもほとんど関与していません。契約を７月にしたので
すが、今年度に入ってから、投資家さんとしては三井住友銀行さんと個人投資家さんがおら
れますということを、４月か５月の終わりという、もう直前になって教えていただいたのです。
その間ずっと成果指標とか、それに応じてどのぐらいのリターンがあるのかとか、そういっ
た調整をずっとされていたのだと思います。自治体ではそういったことを一切せずに、社会
的課題の解決をするためにはどういった指標を用いるのがいいかという点のみで調整がで
きたというのも、今回この仕組みにしてよかったのではないかと思っています。
　そういったことで、一応役割分担としては、神戸市とDPPさんは委託契約によって保健指
導プログラムをやっていただきます。資金繰りについては三井住友銀行さんなり個人投資
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家さんにしていただき、今回ＳＭＢＣ信託銀行さんから信託機能を提供していただきました。
今回、この事業が独立した資金繰りでできるように、信託というものを活用しました。そし
て、まだこれからにはなるのですが、このプログラムが終わってから２カ年間の検証という
ところでは、未来工学研究所さんという第三者評価機関さんに入っていただき、生活習慣
の改善率や腎機能低下の抑制率の評価結果をご報告いただきます。そして最終的には、神
戸市の方でそこを判断して、成果に応じた委託料のお支払いをさせていただくというふうに
しています。
　参考ですが、これはDPPさんの保健指導プログラムです。専門的な知識を有されている
看護師さん、保健師さんが、対象の患者さん100人に対してオリジナルのテキストやその他
補助教材なども用いて医学や行動科学に基づいて指導されると聞いています。主に電話や
面談で、食事指導や運動指導、服薬の指導などをしていただきます。もちろん、医療機関の
受診の勧奨もしていただくことになっています。
　それから、本事業の評価の対象です。まず今年度中に保健指導プログラムをやり、保健
指導プログラムの終了がアウトプットです。ですので、ここでまず脱落されることなく100人
のうちどのぐらいの方がきちんと保健指導プログラムを修了されたかというのが出てきます。
その後２年間かけて、まず生活習慣の改善がなされたのかということで、医療機関への受
診や食事が改善されたとか、運動はどうかとか、こういったことを第三者機関の未来工学
研究所さんが対象の方に対してアンケート調査などの手法を用いて検証をされます。
　その次に、ステージの進行ということで、先ほど腎症のピラミッドの絵があったと思うの
ですが、実際に人工透析への移行が予防できたのかどうかという観点で検証をします。そ
の検証ができたら、残りの６割、あるいはこちらが想定していたよりもより高い効果を出さ

れた場合には少しインセンティブ
ということで、上乗せ分をお支払
いすることになっています。
　スケジュール感としては図のよ
うに、今年度に事業を実施し、残
りの２カ年で検証していくという
ことです。

　以上で私の事例発表を終わら
せていただきたいと思います。ご
清聴どうもありがとうございまし
た。
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　皆さんこんにちは。滋賀県東近江市まちづくり協働課の池戸と申します。どうぞよろしく
お願いいたします。まちづくり協働課では、自治会支援、それから地区ごとにありますまち
づくり協議会の支援、それから市民活動、NPO支援、それからコミュニティセンターの管理
等々をさせていただいております。午前中、９月議会の総務常任委員会がありまして、その
中でも自治会の加入率の問題であるとか、自治会運営の担い手不足の問題、そういったこ
とも話に上がっており、議会対応しながら、今日のこうした機会に向かわせていただきまし
た。

はじめに
　今日は、コミュニティビジネスを支
援するというところにSIBの手法を用
いるということで、今回、東近江市が
取り組ませていただいた紹介をさせ
てもらいますが、表紙の四つの写真
は平成28年度にコミュニティビジネス
として取り組みがありました４事業者
の写真です。
　先ほど、工藤さんからも何千万、何
億という規模のお話がありました。東
近江市は11万6,000人の規模ですが、このコミュニティビジネス支援でSIBの手法を使った
予算額は、４事業を応援した支援金200万円という規模のものです。ですので、日本財団さ
んが支援されてこられているようなSIBの規模とは全然違う規模の事例報告ということで、
聞いていただければと思っています。

事例発表②
「『共に考え、共に創る』未来につなげるまちづくり」

講師：東近江市総務部まちづくり協働課　主幹　 池戸　洋臣 氏

講師プロフィール

　東近江市（旧蒲生町）生まれ。1996年、旧蒲生町へ奉職。2001年から合併

前の八日市市へ人事交流で出向する。2006年の市町合併後は財政課、東近江

行政組合等を経て2016年からまちづくり協働課で勤務。
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　元々、東近江市ではコミュニティビジネス支援ということで、補助金を出しておりました。
それにSIBの手法を使って支援をするというものです。大きな自治体で取り組んでもらっ
ている医療、福祉の行政コストの削減に向けた予防事業に対する投資というものとは違い、
従来、公募してきました補助金の改革ということで、こういうことを通して、例えば市と住民
とか、事業者と住民というような、関係性の向上に着目して取り組んできています。

成果連動補助金改革型SIBの手法を活用して
　それでは、中身に入らせていただきます。「成果連動補助金改革型SIBの手法を活用し
て」ということです。冒頭に保田先生から、あくまでも手法ですよということがありました。
SIBの手法を通じて今回の取り組みをしていくということなのですが、コミュニティビジネス
支援につきましては、ビジネスの手法を用いて地域課題の解決に取り組むということです。
今回は、SIBということで住民が温かいお金の出資を通じてその事業を支援する形になっ
ています。
　少しだけ簡単に東近江市の概要を説明させていただきたいと思います。人口は今、11万
4,000人という規模になっています。面積については388.37平方キロメートルという規模でし
て、平成17年と平成18年に二度にわたる合併を経て、１市６町でつくられたのが東近江市

です。
　市域の56％が山林という状況です。
人口は先ほど11万6,000人と申し上げ
ましたが、これはピークの平成17年の
ときの人口で、その後は減少という状
況になっています。
　現在、東近江市がまちづくりを展
開をさせていただいているベースとな
る歴史背景を少し案内させていただ
きたいと思います。スライドの二つ目
のポツに、渡来人による高い技術と

新しい文化とありますが、それぞれの事例について、下の写真で少し紹介させてもらってい
るのですが、そうした渡来人の文化、建立物などが残っており、そうしたものが今の取り組
みにも息づいてきているのではないかと言わせてもらっています。また、木地師発祥の地と
いうことで、ろくろの技術が全国に広がったのは東近江市が発祥です。永源寺という地域
です。それから、惣村自治ということで、自分たちの暮らしは自分たちで守ってきた共助の
仕組みが既に中世の時代には仕上がっていて、自分たちが暮らすルール、自治組織を運営
していく上での決まり事は惣掟という中で決められてきた。これが今の暮らしに息づいてき
ているということも言わせてもらっています。それから、近江商人発祥の地ということで、ご
存じの方もおられるかと思うのですが、大阪商人や伊勢商人という中で、近江商人も「三方
よし」ということで、現在の企業のCSRの原点とも言われています「売り手よし、買い手よし、
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世間よし」ということで、商いを通じて地域社会の発展、福祉の向上等にも貢献していた背
景があるということです。もう一つは、ガリ版発祥の地でもあるということで、堀井謄写版
の発祥の地と言われています。少しですが、ご紹介をさせていただきました。
　今、まちづくりに取り組んでいる行政の取り組みとしましては、住民と行政が協働でまち
づくりに取り組むためのルールにつきましては、まちづくり条例、それからそうした条例の実
効性を高めるための仕組みや施策につきましては、市民協働推進計画というもので具現化
しながら、こうしたことに基づいて、進めてきているという状況でもあります。
　東近江市は現在、地区ごとにまちづくり協議会を設け、地域づくりがそれぞれ展開されて
います。合併した町で１市６町からなる町だということを言わせてもらいました。スライドで
示していますが旧の八日市市で、こちらが８地区です。それから周辺の緑の部分が旧町、６

町の６地区で、小学校区から中学校
区という単位でまちづくりが展開され
ています。14地区は、少ないところは
3,000人規模のところから、２万3,000
人規模のところまで、面積にしても人
口にしてもいろいろな地区があるとい
う状況です。自治会数は390自治会に
なっています。
　今、申し上げましたまちづくり協議
会の雰囲気を見てもらうために、自治
システムという図を用いていつも説明
をさせてもらっています。真ん中にま
ちづくり協議会という地域を包括する
まちづくりに取り組む組織として位置
付けて、条例にも位置付けさせても
らっています。このまちづくり協議会
がテーマごとに部会を設けて取り組
んでいるわけです。それに関連して地
域の各種団体も絡みながら、当然住
民も参画しながらということで、包括
的な団体として地域のまちづくりに取
り組んでいただいています。

コミュニティビジネススタートアップ支援
　では、コミュニティビジネススタートアップ支援の中身に入っていきたいと思います。まず、
東近江市の取り組みとしましては、平成26年度からコミュニティビジネスのスタートアップ支
援ということで、補助金を交付してまいりました。平成26年が４団体、平成27年度が３団体
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ということになっています。分野横断で市民活動を支援ということですが、多様化する地域
の困り事を、地域の資源を生かしてビジネスの手法で解決する事業者のスタートを支援す
る事業ということです。なかなかビジネスとして取り組みづらい分野において、そういった
地域の困り事に対して取り組む事業者の誘発をしていくために、こうした補助金を設けさせ
ていただき、立ち上げの支援をさせてもらっていたということです。この事業費が、１事業
者50万円を限度として、４団体なり、３団体なりに支援をしてきたという経過があります。今
回、事例報告をさせてもらうことになった、平成28年度から、SIBの手法を活用してという
ことで、この手法を使って、４団体を支援してまいりました。総額で200万円の事業費となっ
ています。
　先ほど来、事業者に対するインパクト、成果に対する報酬の部分や、中間支援に対する
報酬の部分、いろいろ話が出ていましたが、元々東近江市につきましては、補助金として交
付していたものを、財政当局への説明としましては、例えば総額200万円を交付していた額
を超えていくという理解がなかなか庁内で得られないという状況があります。これはまだ
東近江市の取り組みが完成していないということにもなるのですが、そうしたSIBを運営す
ることに関する手数料の部分は、他の中間支援団体などにお願いしてもってもらっている
という理解の中で進めてきているようなところもあります。ですから、今回、平成28年度に
SIBの手法を用いて取り組んできた効果の部分については、後ほどたくさん説明をするの
ですが、そもそも庁内協議の中で庁内合意を得るには、「それがSIBなのか」ということで、
議論がずっとありました。年度初めはそういう議論ばかりをしてまいりました。市民活動が
盛んな東近江市にとって、住民さんはそういう手法をやっていこうということに理解はあっ
ても、庁内の方でそういう理解が得られないという状況がありました。ただ、東近江版SIB
という中で実証事業という意味も含めて、平成28年度実施にこぎ着けました。
　まずはコミュニティビジネスの支援ということで、一つ事例を紹介させていただきます。
これは、元気だけれども働けない若者です。引きこもりの若者はそのまま放っておくと生活

保護対象者になるという課題があります。こうした若者を就労
につなげて、収入も得てもらうと納税者につながることになりま
すので、そうしたコミュニティビジネスの取り組みには支援して
まいりましょうということです。ここで取り組みとして着目された
のが、使用済みのろうそくです。既に要らなくなったものをホテ
ルなどからもらってきて、もう一つ要らないものである、もみ殻
くん炭の粉やおがくずを使って、必要なものとしてはまきストー
ブやバーベキューの着火剤として販売します。それを収入として
得て、就労体験をして、収入を得て、納税者になり、一般就労に

もつながったという事例も聞いております。これがコミュニティビジネスの取り組みの一例と
して紹介させていただきました。
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成果連動補助金改革型SIBの手法活用を活用して
　次に、平成28年度からの取り組みとしまして、成果連動補助金改革型SIBの手法を活用
してということになります。工藤さんの報告にもありましたが、従来の補助事業はサービス
提供者、事業者と市の関係性のみで今までサービスがなされてきたと思っています。成果の
有無にかかわらず、活動にかかった経費、補助金を支払ってきたということで、補助金を交
付するという事務については、何かサービス提供者がこうした成果を出したということより
は、使い道、補助金を充当する経費が適正だったかどうかとか、領収書のチェックというこ
とに労力を費やしていました。住民の方々につきましても、さほど当事者感覚のないまま、補
助を使って何か事業をしているのだなという他人事でもあったのかなと思います。
　それを進化する形で、SIBの手法を用いてということにつながっていきました。事業者は
まず、コミュニティビジネスの提案を市に対して行います。市は、提案事業の採択を行うわ
けですが、このときにコミュニティビジネスの事業者は、成果目標の設定を行います。成果
目標の設定を行うときにも、成果が上がったら報酬を払うというスキームですので、ハード
ルを低く設定するのではないかというところもあります。ですから、第三者が一緒にこの設
定にも入る中で、客観的な成果指標を設定していくことにしています。平成28年度は住民も
入った中で、成果目標の設定をしてきました。事業者と成果目標が決まったら、次はまず資
金調達ということで、出資を募ることになります。これについても、平成28年度の東近江市
のSIBは私募債という形を取りましたので、この事業者の顔を見える関係を基本として支援
者を募ったということです。平たく言えば、普段から団体を支援している人、近所の人、いろ
いろなテーマについてアンテナを上げてもらっている方に支援をしてもらったという状況で
す。
　事業者はそうした出資を募り、事業資金が集まったら事業を展開することになるわけで
すが、そのサービス提供者からサービス対象者に向かって、出資した人の住民の目が加わ
ることで、より生産性の高いサービスが提供できるということになっています。今までは事
業者の思いだけで事業に取り組んでいたものが、支援者なり、チェックの目が加わることで、
より高いサービスの提供ができるのではないか、緊張感を持って事業に取り組めるのでは
ないかと思ったりしています。行政と
しては、あらかじめ設定した目標に対
する成果が上がりましたら、報酬を支
払うということになりました。
　スライドは、東近江市が今回取り
組んだスキームです。矢印を一つひと
つ説明していると長くかかりますので、
特にというところだけ触れさせてもら
いたいと思っています。東近江市の取
り組みにつきましても、中間支援組織
というところに入っていただきながら、
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コーディネートしてもらっています。市と中間支援組織は協働協定という中で事業を進めて
いくわけですが、特に注目したいのは、今回は東近江市版SIBということで、事業を応援す
る住民の方から事業者へ出ている矢印と、サービス対象者から事業者に対して出ている矢
印です。出資した住民は一口２万円の出資になります。事業が成功しないと、その出資金は
返ってこないという形になっています。ですから、出資した人も事業が成功するように、側面
から支援することになります。今回の場合で言いますと、１事業２万円の25口で50万円が集
まったという出資額になります。事業者が中心となって出資を募り、25人の出資者を集めら
れました。25口の応援者が集まったことになります。 
　一つの事例を取り上げて言わせてもらいますと、使われなくなった喫茶店をリノベーショ
ンして、地元食材を使ってランチ、スイーツを提供するコミュニティカフェの運営があります。
友達や家族を連れてお店に出向かれます。今までは、新しいお店ができたねということで、
物珍しさに行ってみようかなという程度だったかもしれません。今回、出資が付いて回って
いますので、お金を出して当然ランチを食べるのですが、それについていろいろな思いがあ
ります。この事業が成功しないと出資も返ってこないので、器がどうであるとか、お店の雰
囲気がどうであるとか、値段設定がどうとか、また、文句を言うだけではなくて、おいしかっ
たらおいしいということも言うし、雰囲気がいいよねということもお店の人に伝えることが
できる。厳しくもあったり、温かくもあったりという応援団がカフェに出入りをするというよ
うなことが現象として起きています。まさに今まで他人事であった課題の解決が、当事者化
してきたかなという取り組みにもなっています。
　スライドは、少しまた違う図で東近江市の取り組みを整理させてもらったものです。今回
は、一人一口２万円ということで取り組みましたが、一人最大５口までという制限も設けまし
た。より多くの人に応援団になってもらいたいということから、上限を設けさせてもらいまし
た。それから、成果が達成されたら出資を償還するわけですが、年利２％という配当も付け
させていただいています。この２％は
当然現金で戻されるわけですが、こ
の２％を今度は、年度の最後に事業
者からの成果報告会という機会を設
けました。その成果報告会に出資者
が出向いてもらい、その際に金融会
社から２％の配当が現金で返される
わけですが、その現金を握って、今度
は各事業者のブースへ行って、事業
者にサービス券や商品に交換できる
ような仕組みもやらせてもらいました。
そうすることで、単年度の事業ですので、出資という関係が終わったとしても、また次に訪
れるような仕組みも少し挟ませてもらいながら取り組んできたというところです。
　上に四つ事業が並んでいますが、今回取り組みがあったのが、環境保全に対する事業で
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す。これは石けん作りに取り組んだ事業です。それから、間伐材の利活用事業につきまして
は、地元産材を使った木製玩具の作成・販売です。住民による地域ビジネス事業について
はコミュニティカフェの運営、福祉型のコミュニティビジネスについては、暮らしの困り事解
決、助け合いの取り組みを支援していたという状況です。
　各コミュニティビジネスの事業者ごとの事例を紹介させていただきたいと思います。
　一つ目は、コミュニティカフェに取り組んだ、がもう夢工房協議会の事例です。地域の拠
点づくりということでカフェに取り組まれたり、地元の野菜を買えるマルシェの開設等もされ
ました。去年の９月に開設され、週５日の営業で、スタッフ８人の雇用が生まれたり、さらに
は着地型観光にも取り組まれているという事例です。
　それから、地元産材を使った木製玩具の製造販売ということで、クミノプロジェクトがあ
ります。
　それから、石けんブランドの立ち上げということで、これも滋賀県は琵琶湖があり、1977
年に赤潮の発生がありました。当時、石けん運動という運動があったのですが、そうしたこ
とに目を向けて、当時からこの地域、愛東という地域なのですが、そこで石けん作りがあり
ました。今、この時代に来て、また新しい視点で若いお母さんがもう一度その石けんブラン
ドを立ち上げて、環境にも目を向けてもらおうということで取り組まれたものです。
　四つ目が、ほんなら堂ということで取り組まれた事例です。これは福祉的な分野になりま
すが、地域の困り事、暮らしの困り事を地域で支える仕組みづくりということで、買い物支
援や家事援助、病院の送迎など、サポーターさんを集めてこられたりする活動になっていま
す。
　コミュニティビジネス支援のSIBに特化したスケジュールについて整理しました。まず、行
政、事業者等も含めて成果指標の設定をしていきます。それから、事業資金を集めます。そ
の際には当然、住民に対するリスクの説明も伴うということです。それから、事業を展開す
るに当たっては、その事業を広く知ってもらうために、出資者に対しても当然ですが、住民
の方々にも事業を知ってもらうためにイベント等もやったりしました。最後は成果指標の評
価ということで、第三者機関で評価もし、最後は２％の配当を付けて償還していくというこ
とです。

東近江市版SIBの特徴
　これまでと今回ということで整理をしています。まずは市の関わりとしましては、成果が出
たら補助金を支出するということで、使い方よりも成果が出るようにサポートしていく形に
変わりました。伴走支援をしていくことになります。住民の関わりとしては、サービスを受け
る側としての関わりのみであったものが、経営なり地域の課題には他人事であったものが、
応援したい事業に住民が出資ということで、サービスの受け手としてだけではなくて、出資
者としては団体の応援団になってくれるということが言えます。さらには、東近江市では支
援団体との関わりということで、三方よし基金が立ち上がっています。平成29年度からの取
り組みではあるのですが、こうしたことにも連結しながら、SIBを運営していく状況がつな
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がってきています。
　補助金を受ける側にすると、成果
で評価をされるということ、出資者と
いう支援者ができて、厳しくも温かい
存在として、非資金的な支援を得ら
れる可能性が高くなるということです。
それから出資者については、共感を
ベースにした地域参画への一つ、投
資で地域に貢献、地域へのオーナー
シップということも言えます。行政に
とっては、インパクト型に事業を変え
ていくということと、住民により広く知ってもらうという意味において、より有効な公金の執
行にもつながっているのかなと思います。
　SIBの事業に関わった人々の声を例示させてもらいました。事業者１として、クミノ工房
井上さんの言葉としては、「投資者やいろいろな方とつながり、応援していただけたことが
よかった」というようなことや、「投資していただいた方々の顔も思い浮かぶので、責任感も
芽生えた」という言葉を頂戴しています。
　石けんづくりに取り組んだ、愛のまちエコクラブの園田さんからは、「従来の補助金制度
では、領収書の確認など形式的な報
告書を求められたけれども、今回の
形式では成果を達成することが重要
であるということで、使い道について
は自由度が高い」ということも言って
もらっています。
　また、実際に出資をしていただい
た方の民間投資者の立場からは「従
来の補助金制度では事業者に何も口
出しできなかったところが、今回のス
キームは出資しているから口出ししや
すい」ということ、そして、「応援している事業者が成果を出してくれると自分の喜びにもつ
ながる」という、まさに地域の課題解決に向けた動きが当事者化してきたところかなと思っ
たりしています。

平成29年度の取り組み
　今年度につきましては、コミュニティビジネスとしては予算が少なくなってしまい、２事業
の総額100万という支援になりました。これにつきましては、もう一つ福祉の分野で中間的
支援就労にも取り組み、そちらで３事業、５事業を取り組むことになりました。総額として今
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年は250万円ということでSIBを使った課題解決の取り組みを進めてきているところです。
　また、中間支援組織に、東近江三方よし基金を平成29年度は挟むことにしました。これ
は平成29年６月に立ち上がったばかりの地域のコミュニティ財団ではあるのですが、この
基金には例えば寄付金や休眠預金、それから遺贈という形のお金が入る仕組みにしていま
す。そうしたお金を通じて、三方よし基金が行うのが、事業に対する融資であったり、助成
であったり、それから投資ということで、今回のSIBを使った事業も社会的投資を通じて支
援に関わってもらっています。
　クラウドファンディングなどのいろいろなお話もこの研究の中でされていると思いますが、
今回の取り組みは寄付という形ではなく、出資という形で経営に携わってもらうということ
も一つの側面として言えるのかなと思います。それから、インターネット等を使って、対外的
に地域外にいろいろこのテーマに対して共感を得た人がその事業を応援することも一つ
あるのですが、今回の地域で出資者を募って取り組んできているSIBにつきましては、より
ローカルと言いますか、地域の支援者を募っていくことが少しメインになっているのかなと
思います。
　今回の三方よし基金の立ち上げにつきましては、基本財産となる300万円を住民の方々か
らの寄付によって立ち上げました。行政が300万円を出して立ち上げれば簡単な話だった
のかもしれないですが、これは住民からの応援ということで、趣旨賛同した方の寄付から
やっていこうという動きになりました。それも一口3,000円という出資になっています。です
から、1,000口という口数を持って300万円を達成したわけですが、当初は３万円の100口と
いう話もありました。しかし、そこはより多くの人に関わってもらうということでこだわったと
ころ、1,000口という募集になったということです。
　SIBの取り組みは、行政コストの削減、成果として行政が報酬を支払うということになっ
ていますが、東近江市の取り組みとしては、協働協定先である中間支援組織が調達する財
源に頼っていかざるを得ないということになっています。そうした意味では、市が今後行政
コストの削減という部分をどう捉えていくのか。それから、東近江市が立ち上げた三方よし
基金を使ってどういうふうに地域の困り事に向き合っていくか。そういうところが東近江市
が今後整理、調整していくところなのかなと思っています。
　以上、雑ぱくな説明になりましたが、東近江市の事例報告とさせていただきたいと思いま
す。どうもありがとうございました。
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（保田）よろしくお願いします。冒頭の基調講演で、工藤さんに端折ってプレゼンをしてい
ただきましたので、やや理解が追いついていないところもあるかと思います。そのあたりは
工藤さんの方に時間をかけるような形でやっていきたいと思っています。
　最初は私の方から、皆さんの頭の中のクエスチョンマークを取るために、皆さんが共通し
て抱えているだろうと思われる質問をお三方に投げさせていただいて、時間が余れば皆さ
んの方から質疑応答みたいなものを受け入れたいと思っています。
　まず、工藤さんにお伺いしたいのですが、今回、神戸市の方で糖尿病の、どちらかと言え
ば透析の良い事例をお聞かせいただいて、東近江市さんからは、コミュニティビジネスを立
ち上げるという話が出てきました。その中で、ご提示いただいたスライドでいきますと、若
者の就労支援と、生活困窮者支援と、子ども・家庭支援、それから刑務所の話は頂きました。
その次は教育になっていますということです。今回いろいろな原課の方々がいらっしゃって
いますので、ちょっと手短にできるか分からないのですが、それぞれ若者の就労支援であ
ればこんな事例があってとか、あるいは生活困窮支援であればこのような事例があったみ
たいな、事例として簡単にオーディエンスにシェアできるものがあれば教えていただけると、
もしというイメージが湧くかなと思ったのですが、いかがでしょうか。

事例の補足説明
（工藤）ありがとうございます。海外事例になるかと思うのですが、例えば、若者就労で言
いますと、これがなぜ件数でいうと34％に行っているかというと、実はイギリスの厚労省が
成果指標を決めて公募を出した案件があり、70件ぐらい手が挙がって、14件一気にスター
トしたというのがあって、それでここまで件数が多くなっているのです。何をやったかという
と、非常に面白いのは、正確に覚えていないのですが、確か、年齢層としては中高生ぐらい
のドロップアウトを防止する、中退を減らすという案件でした。その意味は、イギリスは非常
に統計的な積み上げが素晴らしく、この中高生ぐらいの年齢で、学校に行かなかった場合
のその子の将来的な生活保護に陥るリスクや、その人の納税額の平均値が過去のデータで
全部分かっていて、かつ、それが全て公開されています。そうすると何ができるかというと、
イギリスが面白いことをやったのですが、レートカードという価格表を公示にかけて、出し
て、破壊行動をしなくなったら一人3,000ポンドとか、何とかテストの平均点より何ポイント
上がったら何千ポンドとか、出席日数が何日長くなったらどうとかという価格表を出すので
す。そうすると、事業者さんとしてはもう、自分たちは出席日数をこれから絶対上げられると
いうことが分かったり、今、自分たちがやっている事業はもう学習支援に関してはすごく力

全体講評　意見交換・質疑応答

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
（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)
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を入れているから、点数はこれからは上げられるぞということで、手を挙げるか挙げないか
判断がつくというやり方です。
　ですから、14団体というのは英国内いろいろな地域で、かなり違う介入行為になってい
て、保育園の先生をあえて、そういうちょっと悪ガキちゃんたちにしてもらうことによって、自
尊心を回復して、どんどんやる気を持ってもらうみたいなプログラムをやっているところもあ
れば、どちらかと言うとかなりメンタルヘルス寄りの、カウンセラーがきちんと付いて、ご家
庭にも介入してやっていくパターンもあります。そういう14個のいろいろな介入行為があって、
それを一気に同時スタートしていき、ある意味、どういう地域でどういう人にはどういうこと
が効くのだろうかということも検証ができます。
　同じような形で、尼崎市さんと、これはパイロット事業で終わってしまって、本格導入に
は至らなかったのですが、これは私自身も非常に思いを持ってやっていたのは、生活保護
世帯の若者で引きこもりの状態にある子どもたちを対象にした自立支援です。15歳から39
歳の若者、単身世帯でもいいですし、保護者と一緒に住んでいるか、扶養の世帯でもいい
のですが、そういった方20人に、数としては非常に少ないのですが、アプローチをして、育
て上げネットというNPOがアウトリーチをしていきます。大体、若者支援というのは、若者
サポートセンターに来てくださいというパターンが多いのですが、当然引きこもりになるとな
かなかそうはいかないということで、お母さんとの信頼関係形
成から始まって、何とか、まずおうちに入っていって、少しずつ
河原に散歩に行ってみたりします。河原に散歩に出ようとしたら、
５年ぶりの外出で、もうサンダル以外の靴が入らなくなっていた
という状態の子たちです。でも、だんだんとそれがバスに乗れる、
バスに一人で乗れる、ホビーショップに行って人がたくさんいる
ところで買い物ができるみたいな、買い物をするっていうのは
彼らにとってはすごく自信の回復になるわけです。おつりのやり
取りとか、「袋に入れますか」とか、そういうコミュニケーション
が非常に恐怖だったりするからです。だから、そういう事業をやっています。
　ただ、非常に難しかったのは、就職したか、しないかでは成果が測れないわけです。引き
こもりから就職まで行くのはなかなか大変だからです。だから、日々そういう形で変化して
いく変化をどう成果指標に落とし込んでいくかというところが非常に難しかったです。
　ここからはテクニカルな話ですが、生活保護費は４分の３が国の負担で、残りの４分１の
部分は皆さんご存じのとおり、尼崎市さんの場合は地方交付税で賄われていたという事情
もあり、財政的には市単体でやるメリットがないという判断になり、実現には至りませんで
した。この辺はどちらかというと厚労省も巻き込んで一緒にやれないかなと思っているの
ですが、生活困窮者という意味で言うと、若者就労との掛け合わせですが、そういうものが
あるかと思います。
　子ども家庭支援は結構、北米、カナダ、オーストラリアでありましたが、いわゆるリスクを
抱えた家庭、例えば、DVの傾向があるというところにシェルターを提供したりして、そこか
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ら場合によっては離婚の手続きもサポートしながら自立に向けて支援をしていくような案件
が幾つかあると聞いています。
　教育はなかなか難しいのです。当然なのですが、これは日本で言うと、ある自治体さん
でやりたいというお話を頂いたことがあり、小学校の「学力テストの平均点が全国平均より
６ポイントも低いので何とかしたいのです」というようなものです。「今、何やっているので
すか」というお話をすると、「放課後の補習事業に年間１億円を付けています。民間に委託
しています。全然成果が出ていません」と言うのです。これはやりたいということで、ぜひ
やりたかったのですが、財政インパクトという意味で言うと、ほぼ出せないというか、小学
校の平均点が上がったとか、平均点以外にも当然、自尊心がどうだとか、生きる力指標と
いう、文科省が出しているいろいろな指標で当然測るのですが、お子さんの能力であった
り生きる力が上がったということが将来的にどう財政に影響を及ぼすかというのは、もうシ
ミュレーション不可能という感じです。だから、ちょっとそこは成り立ちませんでした。ただ、
よく考えると、どうせ１億円付けているわけです。この自治体さんにとっては、若い世代を引
き付けるためには、子ども予算は絶対に減らさない。「どうせ１億円付けていて、毎年成果
が出ないまま終わっているのだったら、それを成果連動にすることは非常にありますね」と
いう話はしています。要するに、成果が出なかったら払わなくていいわけです。裏を返せば、
成果を出すことに自信のある事業者さんが手を挙げてくる。もしかしたら、その自治体以外
からも手を挙げてくれるかもしれない。そういう意味でも、教育は最終的な効果が見えるま
でになかなか難しいところがあるのですが、それでも短期的に何かの変化が捉えられるの
であれば、それに対してきちんと成果指標をつくり、成果連動支払いをやっていくことは意
義があるのかなと思います。
　すみません。ちょっと長くなりました。

（保田）ありがとうございました。教育の経済学みたいなものが数年前から取り上げられ
ていますが、ああいうものと一緒にやっていくのは一つのアプローチかもしれませんね。あ
りがとうございました。
　工藤さんの発表と北尾さんの発表のところは、恐らくソーシャル・インパクト・ボンドで
集めたお金が一種のつなぎ資金ですね。ブリッジファイナンスとも言いますが、つなぎ資金
です。つまり、何らかのものを成果連動型にしたい。成果連動型にするということは、成果
が見えてから最終的な報酬をお支払いする。それまではつなぎのお金が必要になるから、
先にお金を集めてやっていきましょうというのが、一つの特徴としてあったと思います。
　一方で、池戸さんに発表していただいた東近江市の事例では、別にそこのつなぎ性はな
いと私は理解したのですが、そこの理解は合っていますか。

（池戸）はい。
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クラウドファンディングとの違い
（保田）という中において、先に少し池戸さんの方に話を振ってしまうのですが、池戸さん
にご発表いただいたSIBは、極めてクラウドファンディングにも近いのかなという印象を受
けたのですが、ここをクラウドファンディングというネーミングではなく、SIBと呼んでいる理
由をお聞かせいただければと思います。どういうふうにその違いを認識されているのかをお
願いしていいでしょうか。

（池戸）ありがとうございます。クラウドファンディングとの違い、差別化といいますか、そ
ういうところは少し事業報告の際にも触れさせてもらいましたが、一般的に寄付型が色合
いが濃いという意味もあり、寄付なり、クラウドファンディングと
いう、例えばインターネットを通じた支援、共感した方々が支援し
ていくということの色合いということも、当然支援者を増やすと
いうところではある意味有効なことだと思います。しかし、東近
江市では、特に地域で起こっている、地域の困り事に対して、地
域の人たちがどういうふうに関わっていくかという関係性に着目
しました。出資という形で継続的に経営に携わっていくというこ
とからも、SIBという手法が性格的にマッチするのかなと思った
ところです。地域でお金を回していくイメージでつくり込んでき
たと理解していただければと思います。

（保田）そうすると、あとは地域課題を地域のみんなで解決するわけだから、例えば、前回
来ていただいたReadyforさんのようなプラットフォームにぽんと載せて、全国の人たちにお
金を下さいという必要性はなくて、お金を提供する人とそれを応援する人が地域内にいるか
ら地域でやる。それ故にSIBという形を取っているというようなイメージですね。ありがとう
ございました。皆さん、一つクリアになったのではないかと思います。

実際の負担感
（保田）工藤さんに話を戻してしますのですが、導入プロセスの概要ですと、スキームみ
たいなものをご説明いただいたと思うのですが、その中で、これは皆さんがお話をお伺いし
て思われたのではないかと思うのですが、例えば契約書一つまくのも、あるいは成果指標
を作るのも結構大変だなと思ったと思うのです。ですから、どれくらい大変なのかが、多分、
皆さんの中で一番知りたいことだと思います。北尾さんの話では中間支援組織、工藤さん
は必要ないと言われても、やはり必要ですよという発言がありました。恐らく必要ないとい
うのが理想の形だと思うのですが、やはりそうはいっても、ある程度アウトソースできるも
のはアウトソースされたいと思っている思います。そのあたりの負担感や、大変さみたいなも
のを、共有できるものがあれば、共有いただければと思います。
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（工藤）やはり、第１号をやるのは本当に大変です。それは、要するに日本のどこにもな
かったので、全てゼロからつくったという意味での大変さだったかなと思います。何が大変
かというと、やはり成果指標の設定のところだと思います。ここは大変というより、やはり議
論を尽くさなければいけないところだからです。逆に言うと、そこが決まれば資金調達のと
ころは、今回は結構苦労しましたが、例えば契約関係です。神戸市さんも八王子市さんも、
普段使っている業務委託契約のテンプレートを使いましたが、SIBだからこそ直さなけれ
ばいけないことがかなりあり、そういうところの調整は当然ありました。かつ、その契約に
ひも付けて、事業者が投資家さんと結ぶ契約もゼロから作ったので、ここはかなり大変でし
た。最初、本当にいわゆる投資の業界で使うものを使用しようとしてかなり複雑になってし
まったのです。実はクラウドファンディングの契約書を八王子では使ったのです。それですご
くシンプルになりました。そういう、本当に行ったり来たりを繰り返しながらやったので、ゼ
ロイチをやるというのはやはりすごく大変だと思います。
　そういう意味では、今回幾つかやらせていただいたことによって、パッケージはできたと
思います。今後、やる場合はもう契約書のテンプレートもできる限り共有していき、本当にや
るという可能性がある場合は使ってくださいという形にしていきたいと思いますので、ここ
はそんなに大変ではないと思います。

（保田）もう少し込み入ったところをお聞きするのですが、例えば、前回来ていただいた
Readyforさんのようなクラウドファンディングのプラットフォームの事業者であれば、例えば
200万円を調達し、200万円が集まったらそのうちの15％を手数料としてプラットフォーマー
にお支払いするということです。だから、200万円を調達して、30万円はReadyforに手数料
として払い、170万円が使えることになります。例えば、今回のような中間組織を自治体の
方々が使いたいと思った場合、フィーの支払いはどういう形になるのか。多分、クエスチョン
になっていると思うのですが、共有できる範囲で教えてもらっていいですか。

（工藤）ここはもう本当に、今のところほぼ持ち出しでやっています。われわれが中間支援
として関わるところは、ほぼ出ません。例えば、未来工学研究所さんは第三者評価なので、
今度神戸市さんから頂く事業費の総額の中に入っています。残りの、われわれが動く部分、
もしくはこれまで動いてきた部分は、今回の場合は社会的投資推進財団自体も投資家の立
場もしているので、リターンの部分に入っているという理解になっていて、私たちの出してい
る金額のところが、他の出してくださっている金融機関や個人の投資家さんよりもリターン
が大きくなっています。
　では、そのリターン分でわれわれのお給料が全部払えますかというと、多分無理だと思
いますが、そこの部分で賄っています。これが面白いパターンで、要するにReadyforさんみ
たいなところが成果連動になっているというか、本当にすごく成果が出て、最後、糖尿病の
重症化が予防できたら、投資した人自身も、もしくは組成に関わったプラットフォーマーも
成果連動でお金をもらうみたいなやり方もあるのかなと思います。多分、東近江市さんの
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場合はプラスソーシャルの部分は、外部から別の財源を持ってきて、調達されてやっている
ので、やっぱりそういうミックスはしばらくは必要なのかなと思います。

（保田）そうすると、まずは何かやってみたいと思うことがあれば、中間支援組織、工藤さ
んのところだったり、あるいは池戸さんのところでお使いになった別の会社さんだったりで、
お気軽に相談をしてみればいいですよと、そういう状況になるわけですかね。ありがとうご
ざいます。
　池戸さんの東近江市の場合は、今回の例えば、石けんを作りましょうとか、カフェをやり
ましょうというのは全て新規事業なのですか。

（池戸）そうです。

成果指標について
（保田）そういうことですね。新規事業だけれども、一応、毎年200万円を補助金として
積んでいたものを、どういう事業につぐか分からないけれども、200万円はどうせ使うので、
その200万円を補助金ではなくてSIBで調達しましたというイメージですか。そうすると、実
は最後に、話を聞いていて、成果指標はそれぞれどういうものが設けられていたのかなと
思ったのです。幾つか教えてもらっていいでしょうか。

（池戸）成果指標につきましては、平成28年度と平成29年度につきましても、事業者が提
案してきた提案書を基本として成果目標を設定させてもらいます。その目標が実現可能な
のかどうかをもう少し有識者の目を通じて判断していくこともさせてもらっています。審査
をさせてもらう際に、当然、コミュニティビジネスという視点で取り組んでもらいますので、
例えば、地域雇用の部分であるとか、社会性であるとか、ビジネスの実現性をこの目標に入
れていくことも少しイメージしてきています。
　一つ目の事例として紹介させていただきました夢工房ですと、中身はコミュニティカフェ
の運営になっていますが、地域の拠点づくりということで、地域の人、それから訪れる人の
着地型観光の拠点として、カフェを通じた拠点づくりをしていくということでした。当然、カ
フェの運営を開始するということが一番最初の目標にもなりますし、スタッフ雇用、それか
ら支援者、サポーターが増えてきていることも目標となっていくのかなと思います。
　それから、石けんブランドの立ち上げにつきましては、廃食油のリサイクルをずっと取り組
んでおられたNPOが石けんブランドを立ち上げていくということで、これも成果目標として
は、商品としてまだ年度の目標としては至らないところで成果目標の設定は終わっています。
と言いますのも、当然３か年で成果を測るという選択肢もあったのですが、マラソンに例え
ると、まず靴を買って練習を始めるというイメージで、コミュニティビジネスはなかなかビジ
ネス化できないところに取り組むというところが視点としてありましたので、モニターを募集
して、その感想なり、使用感をまとめていくところが今回の石けんブランドについては成果目
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標になってきました。
　当然、年度終わりにつきましては、この４事業ともに達成度を測り、比較的行政の取り組
みとしてハードルは低めに設定しているというイメージがありますので、全て達成されて、償
還と配当を渡したという状況です。

（保田）そうすると、われわれは成果という単語を聞くと、売り上げで例えばいくら行った
とか、利益が幾ら出た、お客さんが何人来たと想像するのですが、そういうものも含まれて
いると思うのですが、それに限らずということですね。やろうとしていたことがちゃんと達
成できたかという、そういうところが含まれているということですね。そこはもしかしたら通
常のクラウドファンディングとは違うところなのかもしれないですね。通常のクラウドファン

ディングですと、売り上げが何％したから配当を出し
ますみたいな、結構経済インセンティブで引っ張ら
れる部分は強い気がします。分かりました。
　北尾さん、神戸市の場合は今走り始めたところで
すので、まだ成果指標はどうなるのか分からないで
すが、一番最後のところは、インプット、活動、アウト
プット、アウトカムという形で説明されていましたが、
具体的な成果指標はどうなるのでしょうか。今回は
100人をターゲットにしています。通常であれば、３
年というと、第３期の糖尿病の人たちが第５期に進

行する割合は例えば３％ですが、このプログラムをしたことでその３％が１％になりましたと
いうようなものが成果指標になっているのか。あるいは何か別の成果指標があるのですか。

（北尾）比較対象となるのは、レセプトデータ等を用いて、今回100人の方それぞれに対し
て同じような患者さんのタイプを抽出して、その方と比較して３年後にどうなったかというと
ころで、有意性が出ているかどうかということで判断します。

（保田）先ほどの工藤さんの刑務所の事例と同じで、このプログラムを受けた人たち100人
と、受けていない類似の人たち100人とで有意な差があるかないかを見て、それを成果指標
とするということですか。ありがとうございます。
　一つテクニカルなところなのですが、実施スケジュールのところで、４割が最初、最低保
障として支払われ、残りの６割が成果報酬という話があったのですが、４割の支払いタイミ
ングは、このスライドではここになりますか。それとももっと前ですか。

（北尾）４割の支払いは、今年度の保健指導プログラムの終了の履行確認後ですので、今
年度末に履行確認をして、その後、お支払いすることになります。
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（保田）そうすると、ソーシャル・インパクト・ボンドの資金調達は既に終わっているわけで
すね。いったんそれはサービス提供者さんにお渡ししていますね。そして、来年度に４割だ
け戻ってきます。そうすると、４割戻ってきて、４割を先に投資家に戻す。投資家としては２
段階でお金が戻ってくる。最初に４割戻ってきて、残りの６割のところが成果報酬でどうな
るか分からないという形になっているのですね。なるほど、了解しました。ありがとうござい
ます。

総事業費におけるクラウドファンディングとの違い
（保田）また池戸さんの方に話が戻るのですが、これは四つの事業があります。それぞれ
の総事業費は50万円で済んでいるものなのか、あるいは総事業費はそれぞれ300万円とか、
500万円とかある中で、そのうちの一部50万円を活用しているのか。どちらになりますか。

（池戸）事業者の事業費はもっとかかっています。そうでないと、50万円を投資する価値と
いうか、その辺がないからです。50万円だけで補助金として動くというのではなくて、事業
者も財源を持ってきた中で50万円を含めて動いてもらっているという状況です。

（保田）一方で、北尾さんのところや、工藤さんにご紹介いただいた事例ですと、基本的に
は総事業予算をこれで調達するというイメージなのですが、そのイメージで合っていますか。

（北尾）はい、合っています。

（保田）そこがまたクラウドファンディングと違うところですかね。クラウドファンディングの
場合は、池戸さんがおっしゃったような形で、総事業費の一部を調達するというところもあ
るような気がします。そういう意味ではやり、通常というと語弊がありますが、北尾さん、あ
るいは工藤さんにご紹介いただいたような、典型的なソーシャル・インパクト・ボンドであれ
ば、一つの事業なりプロジェクトがあって、そこがどれだけコストがかかって、それに対して
成果報酬が見えるという。成果報酬が見えるという意味では、総事業予算が明確であると
いうところも重要だと思います。そこはまた一つ、区分けとしてあるのかなと、お話をお聞き
していて思いました。
　他に、皆さんの方から聞いてみたいことがあれば、質問をお受けしたいと思うのですが、
いかがでしょうか。三つ、四つ集めてからお答えいただこうかと思います。では順番に、近い
ところから１、２、３と行きましょう。

フロアからの質問と回答
（フロア１）神戸市のモデルで、評価者のことでご質問をさせていただきたいと思います。
第三者評価者への支払いというのは、事業者の委託料の中に入っているということで、再
委託という形になっているのですが、いわゆる事業者の実施が成果指標と比較して達成で
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きているのか、できていないのかという評価を、事業者から委託を受けた業者がやることに
少しリスクがあるのではないかと思うのです。その辺のリスク管理は何か取られているのか
を教えていただきたいと思います。

（フロア２）私は生活保護と生活困窮者の支援担当をしており、特に就労支援の分野にお
いてこういう仕組みを使えないかというような形で聞かせてもらっています。具体的に案件
の金額についてなのですが、実際、どのぐらいの金額の案件であれば扱えるのかというと
ころをお聞きしたいなと思います。今は中間支援組織の手数料についてはほぼ持ち出しと
いう話で、実験的なところなのかもしれないですが、今後、継続的にこういう仕組みをして
いこうと思えばどのぐらいのボリュームが必要なのかと思いますので、お願いします。

（フロア３）二つあります。一つは資金の流れの部分なのですが、最初、投資家に出資金
プラスアルファでお金を返していくと思うのですが、これは例えば行政が120万円とかを最
後は払って、民間資金提供者からは100万円ぐらい募って、行政から例えば差額の20万円
とか、プラスアルファを払うような仕組みになっているのでしょうか。基本的な仕組みのこと
を教えていただきたいと思います。
　もう一つは、SIBの事業とプロポーザル
とか、従来型の事業があったときに、事業
者さんの方でSIBの方が成果を問われた
りするので少し厳しいなと思って、従来の
事業を選んだりするようなことも危惧され
ます。民間の事業者さんにとってSIBはど
のようなところにメリットがあるのか。従来
との違いを教えていただけたらと思います。

（保田）ありがとうございました。ではまず一つ目の質問についてです。これは北尾さんに
お答えいただく形でいいですか。多分、質問の趣旨としては評価者の客観性がどこまで担
保できるかというところかと思います。

（北尾）ありがとうございます。第三者評価者の客観性、リスク管理ですが、今回、われわ
れの成果指標は、まずプログラムの修了率です。これは第三者機関はあまり関係ないです
が、脱落せずに修了できたかどうか。二つ目は生活習慣が改善されたかどうかです。これは
ヒアリングなりアンケート調査によって情報の収集は第三者機関にしていただいて、そのま
とめも第三者機関にしていただくのですが、それをもって、改善されたかどうかは最後は神
戸市が判断します。それから、最後の腎機能の低下が抑制できたかどうかの率についても、
私も詳しくはないのですが、血液検査によって血中のある成分の値が、一定の値を下回っ
ていたらオッケーという、そこは割と客観的な数字ですので、そこが第三者機関によってね
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じ曲げられるとか、そういうことはあまり今のところは想定していません。ですから、特に第
三者評価者に対してリスク管理という面では今のところ心配していません。

（保田）ありがとうございました。次に二つ目の質問について、これは工藤さんに答えてい
ただくような形でいいですか。生活保護の就労支援で、金額としてどれぐらいなら成り立つ
かという、そのような話だと思います。

（工藤）一般的にはやはり数千万円ないとなかなか持ち出し分は厳しいなというのがある
と思います。ただ、今は本当に日本でいうとSIBは始まったばかりなので、この部分を他の
予算で調達してくるということは十分できると思います。ただ、海外も大体１億円を超えてい
ないとほとんどやっていないのです。何がポイントかというと、やはり基礎自治体なので、簡
単にやろうとするとなかなか、そもそも対象者さんがそんなにたくさんいなかったりというこ
とも当然あると思います。いかに自治体連合だったり、都道府県レベルだったり、あとは国
とのマッチングでやるような形をつくれるかが、これからわれわれとしてやらなければいけ
ないことかなと思っています。
　ですから、ストレートなタイプとしては数千万円ぐらいという感じだと思うのですが、それ
以下でもぜひトライをしていただきたいと思います。ご相談いただければと思います。

（保田）早い者勝ちみたいな印象を受けました。最後の質問ですが、ちょっと整理させて
いただきますと、お金の流れですが、成果が出て成果の報酬を払うときに120万円と100万
円という数字が出たのですが、その辺をもう一度聞かせてもらってもいいですか。

（フロア３）分かりにくくてすみません。事業者さんがサービスの提供をした人からサービ
ス料などを取って、もうけたお金が最後は投資家に返っていくような仕組みという理解でよ
いのでしょうか。

（工藤）そうではありません。例えば、今回の八王子市の案件ですと、対象者さんはがん検
診というと今は１割ぐらいですか。自治体によっては完全無料でやっているところもあるの
です。完全無料だと仮定すると、この国保の対象者さんは今回大腸がんの検診を受けるの
に一切払っていません。キャンサースキャンには少なくとも何も払わないわけです。例えば、
1,000万円で事業をやって、最終的に八王子市さんが1,000万円を資金提供者からキャン
サースキャンに流します。キャンサースキャンは自分たちでその事業をやって、当然、普通の
委託と同じように、彼らも利益分がそこに乗っかっていると考えてください。対象者が受診
をして成果が出ると、八王子市からキャンサースキャンに1,100万円返ってくるのです。その
100万円はどこから出てくるのですかというと、1,100万円の予算を取っているということで
す。その分が投資家さんの利益だったり、本来、中間支援コストになっていくという構造で
す。
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　ただ、事業によっては当然、受益者負担が一部あってもいいと思うのです。その場合は何
が起こるかというと、恐らく調達額が減るはずです。ですから、そこは先ほど先生からご指
摘があった通りです。全額SIB事業として今、外部で調達していますが、自分たちの受益者
負担の部分で、２割は確保して、残りの８割を行政から最終的に投資家に払ってもらう分と
いう、そういうやり方は同然できると思います。

（フロア３）ありがとうございました。

（保田）もう一つの質問は、民間の事業者にとってSIBを利用するのと、恐らく比較対象
としてはクラウドファンディングとどちらが責任が重いかみたいな話だったと思うのですが、
恐らく民間の事業者がSIBで自治体さんとタッグを組んで資金調達する事例は、あまり多く
はないですか。例えば民間の事業者が神戸市さんとタッグを組んで、池戸さんの東近江市
の事例であれば、あれはカフェを運営する人たちが資金調達をします。あるいは石けんを作
る会社が資金調達をしますという形で、事業者さんの資金調達手段として使われていると
思うのですが、一方で工藤さんがご説明になったものや、北尾さんがご説明になったものは、
資金調達をする人が民間の事業者ではなく、あくまでも自治体の事業のファンディングとし
てこれを使っているイメージに見えるのですが、そのあたりはどうですか。

（工藤）そういう意味では少し整理をすると、クラウドファンディングと何が違いますかと
いう問いに対しては、クラウドファンディングは当然お金を出した人から何を原資にお金が
戻ってくるかというと、お金を出した先の事業が生み出すキャッシュフローです。そこが何ら
かの形でもうかってお金が戻ってくるということです。これはもう完全に民民のお金の流れ
です。
　東近江市さんがやられているのは何かというと、お金を出した人が最終的にもらう原資
はどこから来ているのかというと、税金なわけです。ですから、集め方はあくまでもクラウド
ファンディングだったのですが、どこでリターン、返ってくるお金が生み出されているかとい
う大本は全然違うというのがポイントです。ではなぜやるのですかというと、恐らくスタート
アップ支援は、税金を出してやるよりも、今、地域にビジネスをつくるべしという政策の目標
があるからこそ、そこに税金を投じているわけで、その税金の使われ方を、今までであれば
補助金を出して終わっていたところを、もっと住民が巻き込まれて、もっと価値が出るような
やり方をしようという、政策目標をより効果的、合理的にやるための一つツールとして、今回
使われたのではないかと理解しています。

（保田）北尾さん、お願いします。

（北尾）自治体の立場で今のを解釈してみたのですが、もし事業者さんと自治体で委託
契約を結ぶのと、今回、SIBの仕組みをわざわざ使うのと何が違うのかということであれば、
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われわれからすると、民間事業者さんと成果が見える形で指標ができて、成果連動型でお
支払いができるのであれば、別に委託事業でもいいと思います。今回、広島大学初のベン
チャー企業ということで、４割分を払うとしても、２年間お待ちいただけるかというと、やは
りそういう資力もなかったので、そこの資金調達をするのに今回の仕組みを使わせていた
だきました。今回の仕組みであれば、事業者さんは資金繰りに困ることもないですし、事業
者さんとしては、もし成果指標がうまく出なかったとしても、そこのリスクは今回投資家さん
が負われますのでリスクがない。それで、これまでであれば30人ぐらいの規模でしかなかな
かできていなかったことが、今回は100人規模ででもできたということで、事業者さんにとっ
てメリットがあったのではないかと思います。ですので、今回のこの事業を例えば大手の事
業者さんで、自分たちで資金調達もきちんとできて、成果連動型で指標もきちんと作ってや
れる事業者さんがもしいらっしゃるのであれば、そういった条件で委託契約をするというの
もあるのではないかと思います。

（工藤）今回、神戸の案件をDPPさんとご一緒しているときに、やはりかなりいろいろな評
価指標を決めるプロセスとかが大変で、途中でDPPさんが嫌になってしまうのではないか
と思っていました。当然、神戸市さんの中でも、普通の業務委託でいいのではないかという
意見もあるわけです。なぜわざわざこんな面倒くさいことをやるのみたいな話も当然ありま
した。ただ、DPPさんはなぜ最後まで頑張ってくださったかというと、彼らは他の事業者に
比べると比較的単価は高いのです。６か月、一人当たり20万円かかります。ただ、呉市で非
常にいいモデルができて、成果も出して、これを全国に広げたいといってやっているのです
が、そういうことが起こってくると、すごく言い方を選ばずに言えば、レックコピーみたいな
事業者も結構いるわけです。同じ保健指導を、20万円のところを「われわれは10万円でや
ります」と言われてしまうと価格競争に負けます。何が起こるかというと、保健指導はやは
り仕様書レベルではやっていることは大体一緒なので、見分けが付かないのです。当然20
万と10万では100人にできるか200人にできるかという違いが出てきてしまうと、自治体さん
としては200人にやりたいわけです。ですから、単価利用に持ち込むと、DPPはどんどん赤
字化していき、結構大変という状態がずっと続いていて、今回のSIBに関してはそこにかな
り活路を見いだしていただいている。というか、成果で測ってくれるのなら絶対に負けない
という自信がある。単価は落とさない。それは、看護師さんの育成に彼らは徹底的に先行
投資をしているからです。そこが事業者にとって、本気の事業者だったら乗ってくるメリット
は十分あると思います。

（保田）ありがとうございました。やはり費用対効果や成果が測られなかった行政の分野
に、この仕組みが導入されることで、「三方よし」ではないですが、自治体もハッピーだし、
それに関わる企業さんも鍛えられてハッピーだし、受益者もハッピーだしという関係が築け
る可能性があると、お話をお伺いして非常に大きく思いました。これで終了したいと思いま
す。では、お三方に大きな拍手をお願いします。
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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～
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講　義
　「すみだ北斎美術館プロジェクトについて」

開催日：平成29年10月23日
会　場：マッセOSAKA　５階　第１研修室
講　師：墨田区地域力支援部　部長　鹿島田 和宏 氏

５．第１回「クラウドファンディングによる地域活性化研究会」
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１．すみだ北斎美術館の成り立ち
　大阪でお話しさせていただく機会をいただきましたので、ちょうど、あべのハルカスで開
催中の「北斎―富士を超えて―」を観に行きました。この企画展では、大英博物館、オラン
ダのライデン博物館、ニューヨークのメトロポリタン博物館などから、北斎晩年の、めった
に見られない肉筆画が、非常にたくさん出ています。恐らく、私が生きている間に、これほ
どの作品が一堂に揃った国際展は、なかなか見られないと思います。他の美術館の宣伝を
するわけではありませんが、とても素敵です。
　そのような北斎の企画展に、なぜ墨田区が関係しているかというと、実は北斎は墨田区
で生まれたからなのです。昨年11月に「すみだ北斎美術館」が開館されました。建物は、弘
前藩津軽藩邸跡に建っています。国技館から歩いて10分ほどにある、小さな美術館です。
　プロジェクトが始まったのは平成元年です。北斎生誕の地の墨田区で、北斎の偉業を顕
彰しようということで、北斎美術館建設が計画されたのですが、この美術館が開館される
までに、たくさんの波風があり、ようやく昨年11月22日、28年掛けてやっとできました。
　全く何もないところから構想が始まりました。北斎のコレクションは、一つもありませんで
した。それでも美術館を造ろうという計画だったために、なかなか実現できず、バブルがは
じけて事業は凍結しました。そのような中で、墨田区に、東京スカイツリーの誘致が決まり
ました。平成16年です。これを契機にスカイツリー建設に伴うまちづくりのために、国土交
通省から、美術館建設のための補助金も出ることが決まったのです。これによりリスタート
がかかりました。
　東京都の中の区は、特別区制度になっています。このため、東京23区の区長は公選制、
選挙で選ばれた区長です。当時の区長は４期目で、北斎美術館の建設は、選挙の焦点にも
なっていました。それ以前は、東日本大震災の発生により、文部科学省から設計の見直し
が必要との指摘を受けました。墨田区は海抜ゼロメートル地帯で、東日本大震災のように

講　義
「すみだ北斎美術館プロジェクト」

講師：墨田区地域力支援部　部長　 鹿島田 和宏 氏

講師プロフィール
【略　歴】

昭和63年４月１日 墨田区入庁

平成17年４月～ 教育研究所長～産業経済課長～

  北斎美術館開設担当参事

平成29年４月１日 地域力支援部長
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津波がきた場合などを想定し、設計を変更いたしました。これにより計画が遅れました。
　このような建設までの様々な課題をクリアされ、私が５年前に北斎美術館の担当になっ
たときには、予算も議会を通り、これからは開館に向け、いよいよ準備に入る段階でした。
しかしながら、そうはうまくいきませんでした。新年度に入って早々に、建築工事の入札が
行われました。当時約12億円の建築工事費の予定だったのですが、不調に終わってしまっ
たのです。
　設計は妹島和世さんです。皆さんがご存じのところでは、金沢の21世紀美術館、フランス
のルーブル別館などを手がけた世界的に著名な方です。コンセプトは、外壁にアルミパネル
をあしらい、風景が映し込まれて、一体感を醸し出すというものです。写真を見ていただき
ますとお分かりのとおり、前面は公園などから東西南北の四方が入り口になっており、どこ
からでも入れるようになっています。柱は真っす
ぐではなく、斜めのものが多用されています。
　東日本大震災の影響により、当初の建築工事
費では入札が不可能となり、どうするのかという
話になったのが６月のことです。もう一度、積算
し直しました。すると約18億円かかるということ
になりました。行政に携わっている皆さんならお
分かりになると思いますが、３月の予算委員会
で12億円で建設することを議会が了解してくれた予算が、６月に約1.5倍の18億円になって
しまいました。当然、大議論になり、前区長が政治生命をかけて平成26年の第１回区議会
定例会で、建設に際して、開館までに５億円の寄付を集める付帯条件付きで予算が議決さ
れました。

２．墨田区初めてのクラウドファンディング
　平成28年11月のオープンを目指していましたので、約３年間で５億円集めるという話に
なったわけです。それまで墨田区は、ふるさと納税には積極的に取り組んでおらず、寄付な
どは微々たるものしか集まっていませんでした。
　４～７月、私は前区長と一緒に、民間の営業マンのように、区内の事業者をしらみつぶし
に回りました。そのなかで、遺贈として、お金を墨田区に役立ててほしいとおっしゃっていた
だいたこともありました。
　また、墨田区内には、東武鉄道株式会社、花王株式会社、凸版印刷株式会社など、大手
といわれる企業があります。共同創設者になっていただけませんかと1,000万円単位の寄付
などを呼びかけさせていただき、夏までに１億円が集まりました。
　本当に手探りで始めた寄付活動でした。そんな中で、不思議なご縁がありました。墨田
区内に久米繊維工業という会社があります。その企業の久米信行会長が非常にネットワー
クの強い方で、いろいろな方をご紹介いただけました。そのうちの１人に、ファンドレイジン
グのコンサルタントなどを業務としている株式会社ファンドレックス代表の鵜尾雅隆さんを
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ご紹介いただきました。藁にもすがる思いで、鵜尾さんに、「３年で５億円集めなければい
けなくなってしまいました。どうしたらいいでしょう」と、コンサルタントをお願いしに行った
ところ、引き受けてくれました。そこで作ったのが、寄付のための基本方針です。
　寄付がほしくても、絶対にお金がほしいというべきではないとアドバイスされました。寄
付に関わるイベントなどをするときも、寄付をしてくださいということは言うべきではないと
もアドバイスされました。寄付を募り始めるときに、何らか達成感があるような成果を出すよ
うにとも言われました。
　そうしたアドバイスを受け、SNSなどを通じて発信し、いろいろな取り組みをするように
なりました。区役所の管理職を全員集めて、寄付についての職員研修もしました。こうし
て、参加感のある寄付キャンペーンや、メディア・リストを洗い出してマスタープランを作って、
動いていきました。
　寄付を募り始めた当初は、「何とか助けてくれないか。お金がほしい、寄付がほしいん
だ」ということを滔 と々語っていたのですけれど、マスタープラン（基本方針）ができてから
は、一切言わなくなりました。お金が足りない、この寄付がないと、この事業は達成できな
いなどのネガティブ発言は、絶対にしない、それはなぜだろうと思いましたが、結果として、
それが成功したのではないかと考えています。
　区民の方々の意見は、美術館をつくるよりも、生活に密着する、例えば保育園をつくって
ほしいなどの声が強かったのです。北斎美術館をつくる意味が分からない、なぜつくるの
か、お客さんは来るのかというような感じでした。
　「全てを税に頼るのではなく一部
を寄付で賄いたいんだ、だから、お
金がないから寄付がほしいんだ」と
いうことではなく、「この美術館をつ
くったら、日本は変わるんだよ。世界
の宝を、墨田区が守ろうとしているん
だよ」と言うと、受け止め方が変わっ
てきてくれたような気がいたしました。
伝え方は大切であるということを、実
感しました。
　イベントもやりました。基本方針を
作って、単に寄付のホームページを作ってサイトを立ち上げただけでは寄付は集まりません。
例えば、北斎ヨガというイベントを地域の方に実施していただきました。北斎の作品で「北
斎漫画」というのがあって、江戸時代のいろいろな生活の様子などが描かれているのです
が、その中でヨガのポーズのようなものがあったのです。それをダンスをやっている方が見て、
これはヨガだと言い切って、北斎ヨガが始まりました。
　美術館ができるといろいろなことが起こるというようなことを、いろいろな仕組みでやり
始めたのです。開館後のアウトリーチでも、それが生きました。北斎が名古屋で大きな敷き
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の達磨絵を描いたものがあります。それをモチーフにした企画展をすみだ北斎美術館で10
月22日までやっていました。この企画展にあわせ、山口晃さんというアーティストに達磨を
描いてもらいました。ものすごい迫力の作品を描いていただきました。これも、その一例で
す。
　寄付を募り始めた１年目は、前区長と寄付集めのために、一口1,000万円の共同創設者、
一口100万円の絵画オーナーになりませんかなどと呼びかけ、地域を回りました。絵画オー
ナーというのは、美術館で展示するときに、寄付をしていただいた方のお名前を併せて展
示させていただくものです。例えば、一番有名な「神奈川沖波裏」が保存され、企画展示さ
れているのは、あなたのおかげですとお名前を入れるのです。そのようなモノではなく感謝
の気持ちの表現として、初年度には約２億円の寄付をいただきました。これが平成26年度

の出来事でした。
　前置きが長くて申し訳ありません。
これからのお話が、返礼品を伴う、い
わゆる「ふるさと納税」を始めること
になる件になります。
　平成26年の春、地方統一選挙が
実施されました。前の区長が勇退さ
れることになりました。前区長のリー
ダーシップの下で、区内事業者への
寄付の呼びかけは一通り済んでし
まっていました。毎年、多額の寄付

をお願いすることは現実的ではありませんでした。しかし、寄付の目標額まで、まだ３億も
残っていました。どうしようか、もう区内の方からは、これ以上寄付が集まる見込みがない
ので、「もう集められない」と開き直ってしまおうと思っていたところに、先ほどの鵜尾さん
が、また登場するのです。鵜尾さんは、この研究会にもゲストスピーカーとしていらっしゃっ
た、株式会社トラストバンクの須永社長を紹介してくれました。須永社長は、「私たちは『ふ
るさとチョイス』というサイトを運営しています。平成27年４月から、ふるさと納税の仕組み
が変わります。限度額があがり、ワンストップ特例も創設されます。北斎なら、集められま
す。」と言ってくれました。それが確か平成27年２月中旬頃です。そして、プロポーザルの結
果、株式会社トラストバンクに、ふるさと納税による寄付募集をお願いすることになりまし
た。

３．ふるさと納税の取り組み
　返礼品を伴うふるさと納税には、これまで以上に予算がかかります。墨田区の場合、返礼
品は３割以下に抑えています。その当時から墨田区は、総務省からの通知にある３割ルー
ルを、ずっと守っているんです。
　みなさんの自治体は、ふるさと納税に取り組んでいらっしゃいますか。基金などを設け、
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特定の目的のために寄付を集めていますか。予算書上は、集まった寄付を基金に入れよう
とすると、寄付を集めるのにかかる予算と基金に繰り入れるための歳出予算を計上しなけ
ればならないために、多額の経費が掛かるように見かけ上なってしまいます。予算編成ギリ
ギリのタイミングでしたので、試行的に5,000万円の査定を受けて、事業がスタートしました。
　墨田区は、東京23区の東端の小さな区です。ふるさと納税という仕組みは、都市部から、
お世話になった地域やふるさとのまちに、税を還流させようという趣旨の制度設計になって
いるものと思われます。そのような中で、東京の23区が、ふるさと納税の成功事例となり得
るだろうか、「食」をテーマにできないで寄付が集まるのかと考えました。ふるさとチョイス
の上位を見ると、魚や肉などの食べ物を中心に寄付が集まっているのは事実です。墨田区
には、畑もありません。隅田川に魚はいます。しかし、アートプロジェクトで隅田川で釣った
魚が食べられるか実験したのですが、食べられないことが分かりました。墨田区には食べ
られる魚がないし、肉もないのです。そのようなところで寄付をやって、本当に集まるのか、
失敗したらどうするのか、きっと二度と立ち上がれずに、失敗事例として残ってしまったと
きのダメージはどうするのかなどの議論がありました。
　墨田区では、地域ブランド戦略という事業をやっています。グッドデザインなどいろいろ
な賞をもらって、評価されている事業です。墨田区の返礼品は何がいいだろうと考えたとき
に、区として認証した商品である「すみだブランド」を、ふるさと納税の返礼品にしてはどう
かということで始まりました。
　「すみだブランド」には、例えば医療用のはさみを作っている職人さんが、デザイナーと
コラボレーションして、民生用のはさみにしたものがあります。すごい切れ味で、スカイツ
リーのオープニングのテープカットなどにも使われたりしたものです。本当に力を入れずに、
スッと切れてしまうのです。かなりの人気で、高額なのですが注文が多く、この返礼品が届
くのにしばらく時間がかかってしまっているのではないかと思います。
　墨田区の返礼品の平均単価は、５～６万円です。墨田区の返礼品を伴うふるさと納税の
トップは、スカイツリーです。スカイツリーに登って、ランチを食べるというのは、１件５万円
です。スカイツリーに登ってディナーセットを食べるのは、１件10万円です。東京の絶景を眺
めながら味わう至福のランチやディナーです。２番目が墨田区の伝統工芸品の江戸切子で
す。江戸切子も１口５万円ぐらいのものなので、寄付の平均金額が、他の自治体よりも高い
結果となっています。去年は11、12月で１億円強の寄付が集まりました。
　ふるさと納税を始めた結果、平成28年度に約２億3,000万円集まりました。現在は、ふる
さとチョイス上のGCF（ガバメントクラウドファンディング）というサイトで、企画展ごとにク
ラウドファンディングを実施しています。「画狂人　北斎（パフォーマー北斎）」を９月９日か
ら10月22日、この企画展の期間で2,000万円集めようと実施したところ、おかげさまで2,312
万5,000円集まり、次回は第11弾「めでたい北斎」を予定しているところです。
　SNSにも、ふるさとチョイスのサイト上に、コラボレーションしているいろいろな事業を
アップし、単なる寄付集めではなく、リアルと連動していることを実感できるような工夫もし
ています。
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　メディアでも、NHKで、北斎の娘を宮﨑あおいさんが演じた「眩（くらら）」が放送された
り、BSプレミアムで特集が組まれたりしています。北斎ゆかりの牛嶋神社に、晩年の北斎の
肉筆画で極彩色の絵が飾ってあります。関東大震災で焼けてしまい、白黒の写真しか残っ
ていなかったのですが、色を付けて再現してみました。その過程をNHKが「ロスト北斎」と

いう番組にしてくれました。イギリス・BBCでも放映されて、広告
換算すると２億円近い対費用効果でした。
　宮本亜門さん演出の朗読劇「画狂人北斎」が大英博物館で上
演もされました。「北斎×○○」という、みんなで集まって、何か
コトを起こそうというイベントもやりました。「北斎×印刷」では
タイルアートで、子どもたちに絵を描いてもらって、それを案内表
示板にしました。先日は、北斎美術館のあるところが弘前藩津軽
藩邸跡だったという縁で、弘前のねぶたが、美術館の前の通りを
雨の中練り歩きました。北斎美術館と連動したアートプロジェク

トも進行中です。来年以降の展開として検討しているのは、北斎というのは世界的なコンテ
ンツなので、北斎を使った国際交流です。
　現在、トータルでは目標の５億円に対し、７億3,000万円の寄付をいただいております。
　7,455件、7,455人もの方々の御支援をいただいていることになります。北斎が生まれたの
は墨田区です。墨田区で生まれ、90年で死ぬまでの生涯に、90回以上の引越しをして、名前
を30回ぐらい変えて、３万点以上の作品を残した偉人です。墨田区になぜ北斎美術館があ
るのか、北斎の生誕地が墨田区であるということは、まだまだ知られていません。このこと
を、ふるさと納税の取り組みを通じ、少しでも多くの方々に知っていただく機会になったこと
は、大きな成果であると思っています。

４．まとめ
　シミュレーションした結果、寄付をしていただいて、返礼品と手数料が40％ぐらいに収ま
れば、出入りが均衡するのではないかと考えています。
　また、墨田区民が墨田区にふるさと納税をすると、本来税で納めるものが寄付に成り代
わってしまいますので、その分、税収は減ってしまいます。その割合は約６％でした。このこ
とを踏まえ、平成29年度から墨田区は墨田区民からの寄付の場合返礼品は出さないよう見
直しを行いました。
　ふるさと納税についての議論がメディア等で報道されています。過剰な返礼品競争はい
かがなものかという論調があります。しかし、総務省のポータルサイトに出ている、ふるさ
と納税の理念や意義は、寄付先を選択する、応援したい地域の力になれる、自治体間競争
が進む、地域のあり方を改めて考えるきっかけとなるということで、私たち墨田区がやって
いることは、このとおりのことであると考えています。返礼品を出すことによって寄付を募る
ということ自体が目的になってはいけないと思います。墨田区は、特定の目的、北斎を顕彰
していくという事業の中でやっていて、返礼品も華美にならないように、地域の事業者の方
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が関わってくれる返礼品を出しています。私は、行政エリアという枠にとどまらない文化行
政に寄付という仕組みは、とてもいいと思っています。
　地域の事業者も喜んでくれています。先ほどの職人さんのように、自分の商品を流通に乗
せるのは、なかなか大変です。すごくいい物なのですが、マーケティングにあまりコストをか
けらません。その商品の良さを伝える手段として、ふるさと納税は悪くないと思っています。
　また、シティプロモーションの意味合いが、すごく強いと思っています。今日、呼んで
いただいたのも、その一つだと捉えており、墨田区でやっているふるさと納税に、マッセ
OSAKAさんからお声掛けしていただいて、私がこうしてお話しさせていただいているのも、
一つのシティプロモーションだと思っています。
　ふるさと納税に適する施策と、そうでない施策があると思います。北斎美術館の来場者
のうち、区民は１割にも満たないのです。34万人来ている中で３万人程度しか、区民はまだ
いらっしゃっていません。外国人や地域外の人が多く来ています。それを、区民の税金だけ
で成り立たせるより、このような寄付によって運営していく方がいいと思います。私は、ふる
さと納税の仕組みがある限り、総務省が言っている意義や考え方に則ってやっていますの
で、事業を終了することを現段階では考えていません。

５．今後の課題と目標
　東京では2020年にオリンピック、パラリンピックが開かれます。両国国技館は、ボクシン
グの競技会場になります。３年後に迫っていて、それをどうするかというのも課題です。両国
という地域は隅田川、昔は大川と言われた江戸の母なる川です。その歴史には深みがあり
ます。そこで毎年開催されている隅田川花火大会にも歴史があります。徳川の時代に疫病
がはやったのを祓うために開かれた花火大会です。火事が多かった江戸時代に、隅田川に
接した両国界隈には広小路という火避け地が作られ、そこが文化のメッカになりました。オ
リンピックは単なるスポーツだけの祭典だけではなく、文化プロジェクトも同時併行的に行
われていきます。それまでに、墨田区が東東京の文化施策の中心になりたいというようなこ
とを地域の方 と々議論しています。
　北斎の基金は現在７億円積み立てられています。2020年の東京オリンピックまでに、もう
少し積み立てられないかと考えています。すると、美術館のランニングコストや資料収集、コ
ミュニティプログラムに寄付を充てさせていただいた上で、長期計画に基づくプランニング
が可能になるのではないかと思います。そのためには、様々なプロジェクトが同時並行的に
進んでいかなければなりません。あべのハルカスでやっている国際展のようなことは、まだ
まだすみだ北斎美術館ではできません。そのような中で、どのようにして生き残っていくか
考えているかというと、美術館が地域とつながること、学校教育とつながること、文化プロ
ジェクトと連動していくような取り組みを、一つひとつの企画で深めていくことが大切だと
思っています。美術館を運営することだけではなく、それに連動する文化プロジェクトや地
域プロジェクトを2020年までの３年間、何とか乗り切ることができれば、みんなに認めても
らえる美術館になって、来館者数が落ち着いてきても、地域に受け入れてもらえると考えて
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います。
　北斎美術館運営のためのふるさと
納税に、一応の成功を収めた墨田区
は、次の一手を平成29年度から始め
ています。すみだの夢の略称で「すみ
夢基金」という事業を始めています。
　墨田区で文化芸術活動を、オリン
ピックを契機に地域で文化活動を実
施したい人に手を挙げてもらいます。
返礼品は、その人たちに負担してもら
います。ウェブサイトに掲載するため
の手数料は墨田区が負担します。墨田区は、ふるさと納税の仕組みを通じ、その人の事業
を区との共催事業に位置付けます。
　七つのブロジェクトを審査の上、採択しました。例えば、墨田区に農園はないのですが、
農園を造りたいというプロジェクトや、墨田区をフランチャイズにしている新日本フィルハー
モニー交響楽団のプロジェクトや、隣接する台東区と一緒にハロウィンのイベントなどのプ
ロジェクトです。
　事業開始から半年ほどが経過しました。新しい取り組みなので、反省すべきところ、見
直しが必要なことはたくさんあります。この仕組みは、民間のクラウドファンディングと異な
り、仮に寄付の目標金額に達しなくとも事業は実施するというのが条件になっています。端
的にいって、ただ単に墨田区でなにかやりたいと言っても寄付は集まらないことです。プロ
ジェクトを興したい人は地域の人と一緒になって、私たちはこのようなことをしていきたいと
アピールしないと、寄付は集まりません。
　墨田区に注目が集まっているので、その機に乗じて何かやりたいと考えていただいている
方がいらっしゃいます。しかし、補助金だけが頼りになると、その支援がなくなるとその事
業はできなくなってしまう事例が多いようです。また、一過性のイベントやプロジェクトは続
きません。そのような人たちには、この「すみ夢基金事業」を紹介しています。自分の力で
やってみてください、行政はお金ではないかたちで、行政ができる支援をしていきます。そ
れでも、墨田区のふるさと納税に乗ずれば、何をしなくても寄付が集まることはありません。
地域に入って、私たちはこのようなことをやりたいとか、このようにしたいということがない
限り、集まらないのです。
　寄付が集まっている事例としては、地域の方々による地域が得をする農園の事例があり
ます。これは、地域の人が地域の人たちに呼びかけて、寺島ナスという江戸野菜を復活させ
ようというプロジェクトです。その返礼品は、オリンピックの聖火リレーをもじり、ナスを聖火
にみたててリレーする「青果リレー」の最終ゴール走者券というのがあります。トラストバン
クの須永社長とも話しておりますが、金額の多寡による返礼品ばかりに踊らされるのではな
く、本当の意味での返礼品に戻していく取り組みとして、墨田区はこの事業を始めているの
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です。
　そして、次のステップとして考えているのはプロジェクト型の支援から団体への支援です。
予算の査定を受けるときに、担当者にはこのように説明しています。「従来の行政が直接実
施していたであろう事業費の10分の１の経費で、地域のニーズに合った事業を展開できます。
しかも、その事業の予算を自ら賄う仕組みであることから、自立化が図られます。」と。
　北斎のふるさと納税から始まり、プロジェクト支援、そして団体支援に移行できるかどう
か。2020東京オリンピックまでに、次のステップに踏み込んでいければと思っています。
　いずれにしろ、北斎はとてもすごいです。世界に通じる、本当に稀有なコンテンツだと思
いますので、大切に大切に次世代に継承していきたいと思います。
　これで、私のお話を終わらせていただきます。ありがとうございました。

質疑応答
（保田）最後にあった団体支援の話の中で、私も団体支援を個別の企業支援や個別の
NPO支援のような形にさかのぼって使った方がいいという話をいつもしている一方で、特
定の団体や特定の企業を支援することは公平ではないという批判がいつも付きまといます。
それについては、どのような説明をされているのですか。

（鹿島田）産業振興の課長をやっていた頃から思うのですが、商店街振興や産業支援な
どがあるときに、本当に成果を出すなら、公正でなければいけませんけれど、条件が全然
違う中で、全てを公平にする必要はないのではないかと思います。一生懸命やっているとこ
ろに、公正に支援をすればよいのではないか。でなければ結果が出ません。やる気のあると
ころには支援しますが、やる気のないところと同じように、やる気のあるところを支援してし
まうと、やる気のない方に引きずられてしまいます。地域の活性化を目指す行政としては、結
果が出ません。このように強気に言うようにしています。

（保田）私も同意するところなので、いいと思います。団体が事業に応募してくる中で、一
応、誰でも手を挙げられる仕組みにはなっていて、審査があるのですか。

（鹿島田）すみ夢基金という今のプロジェクト型の支援も、ルールは一つだけです。墨田区
で行ってもらうことだけです。住所要件も何もありません。ただ、継続的な取り組みにして
いただくために、法人になってもらうことを必要条件にしています。例えばナスのプロジェク
トは、社団法人を立ち上げてもらっています。審査は地域、例えば、商工会議所や識者など
が入った委員会で審査をしていただき、七つのプロジェクトに支援を絞りました。

（保田）区の方に審査委員会はあるのですね。

（鹿島田）あります。
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（保田）掲載手数料は区が負担し、通常はふるさとチョイスの場合も、いろいろなメニュー
がありますが、例えば100万円集まったときにプラットフォームに払う手数料も、区が負担す
るのですか。それとも、100万円集まったお金から充当するのですか。

（鹿島田）掲載料は、区が負担します。

（保田）掲載料ですね。

（鹿島田）そうです。返礼品の負担はプロジェクトを興す事業者負担です。

（保田）北斎がブームになってきたのと、北斎の美術館が立ち上がったのはパラレルだと
思います。その意味で、北斎ムーブメントが先なのか、もしかしたら墨田区が北斎美術館を
造ったことが、北斎ムーブメントの火つけ役になったのではないかという側面もあるのでは
ないかと思うのですが、そのあたりはいかがですか。

（鹿島田）例えば、あべのハルカス館長の浅野秀剛先生は、現在の企画展を随分前から
企画されていて、ようやく実現されたとおっしゃっていました。
　北斎ブームの契機になったような企
画のうち、NHK、小学館、宮本亜門さん
などのお話は、北斎美術館をオープン
する約１年前からお話がありました。
　NHKで放映されたドラマ「眩」の原
作者の先生とも、美術館前にお話をさ
せていただいた機会もありました。
　「すみだ北斎美術館がオープンしま
す」とリリースした開館１年ぐらい前か
ら、メディアからの「一緒にやりませんか」というお話を随分いただいたのも事実です。その
ような意味では、北斎美術館があり、メディアが2020年に向けて日本のコンテンツは何かと
見たときに、白羽の矢が立ったのが北斎だったのではないかとも思います。ラッキーでした。

（Ｑ１）すみ夢基金の件ですが、All－In方式だと思うのですが、例えば、ふるさとチョイス
をやっている中で、フォローが得られていない事業を区内で行うときに、どうしても行わな
ければいけないという形になってくると思うのですが、なぜ、この方式を選ばれたのでしょ
うか。
　もう１点は、かなり地域密着の事業を載せられていて、他の、例えば大阪の方からの寄付
を集めるようなイメージは、あまり持たれていないのでしょうか。
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（鹿島田）All－In方式になったのは、予算委員会審議中の議論の中で方向性が出てきま
した。民間のクラウドファンディングのように目標金額に達しないと事業ができないという
仕組みは行政にはなじまないのではないか、という議論でした。自治体への寄付の場合、
会計処理上、歳入として処理されてしまい、仮に当該プロジェクトが実施できなくなった場
合に、寄付者にその寄付を返還することは容易ではありません。
　また、議会の議決を要する負担付寄付でない場合、返還を要しなくてもよいことになりま
す。しかしながら、その場合に、行政としての道義上の責任が生じます。
　そこで、寄付をする段階で、寄付をする人に「あなたは、このプロジェクトが成功しなかっ
た場合、基金設置の趣旨に賛同して、あなたの寄付が同趣旨ではあるものの違うプロジェ
クトに使われてもいいですか」と聞くことにしました。それで「いいですよ」と言われたら、そ
の寄付は基金の中に入ることになるのです。
　一方、「私は、このプロジェクトを絶対に支援しているので、他の使われ方はされたくな
い」という場合は、目標金額が達成されるまで、その寄付はサイト上で受け付けないことに
なっています。決済が処理されない仕組みにしました。
　新日本フィルハーモニーの活動に使う目的のプロジェクトも、ナスの農園を作るプロジェク
トも、文化活動支援という目的で設置された基金の中に入ってしまえば、文化施策のため
に使うという大本の目的は変わりがないので、受けてしまった寄付は、趣旨に反さないので
返さなくても法には触れない。返せるのですが、すごく厄介です。ですから、入り口の段階で
「いいですか」と聞くことにしています。従って、入った寄付については絶対にやってくださ
いというAll－In形式を取っているのです。
　もう一つの質問、地域密着のプロジェクトが多い今の段階ですが、これは返礼品に囚わ
れない寄付に戻したいためのトライアルだと思っています。事業者やプロジェクトに携わっ
ている方々に聞くと、現在のところでは、知り合いなどにしか広まらないらしいです。
　採択されたプロジェクトには地域密着のものと墨田区に人を呼び寄せるようなプロジェク
トがあるように思われます。墨田区という行政エリアに囚われない取り組みは、今後増えて
いくのではないかと考えます。拠点が墨田区にあれば、文化行政というのは、やる側にとっ
ては行政エリアなど関係ないではないですか。隅田川があって、対岸には浅草があります。
浅草は台東区です。しかし観光客の方は、台東区も墨田区も、あまり意識しないのです。文
化活動も、だんだんエリアを越えて、広域で広がっていくような取り組みになるといいと思
います。
　そうなると、区民だけではなく全国の多くの方から支援が必要なプロジェクトには、墨田
区という行政エリア限定のプロジェクトではなく、墨田区を拠点に活動する団体の支援が必
要になってくるのではないかというのが推論です。団体支援になると、活動が墨田区のエリ
アを越えてもいいわけです。墨田区限定ではなく、例えば大阪に来て、出張で公演するとい
う話でもいいわけです。しかし、その団体が墨田区に拠点を構えることで、地域の活性化に
は必ずつながっていくのではないかと考えています。
　広域行政機関の支援対象も、単独の行政エリアではなく連携事業なのではないでしょう
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か。しかし、スタートは地域密着の事業展開だと思います。そこから事業が拡大することに
より、近隣の地域の人たちとの交流が始まり、エリアを越えた取り組みを支援をしていくこ
とができるようになると、文化行政も広がりが出てくるのではないかと思っています。
　この取り組み、仕組みは検討のスタートラインに立ったばかりで、まずは、このプロジェク
ト型の支援の仕組みを認知してもらわなければならないと思います。

（保田）佐賀県も同じだと思います。佐賀県は、全国のNPO活動を支援するということで
すので、佐賀県に拠点がなくてもNPOの資金調達、ふるさと納税を通じた資金調達を佐賀
県でやり、NPOでまちおこしをやると言っているわけです。それに、やや近いですね。

（鹿島田）おっしゃるとおり、あべのハルカスで国際展があると、すみだ北斎美術館にも人
が来るのです。同じように、「墨田で、このような取り組みをやっている」と言うと、プレー
ヤーたちが墨田区に集まってくれるようになりました。当初は違うところでやっていても、
「墨田区で何か面白いことをやっているから、墨田区で事業活動やってみようかな」という
ふうになればいいと思います。

（保田）すると、恐らく交流人口も増えて、地域が活性化していくような流れになりますね。

（鹿島田）そうですね。

（保田）団体というのは、今は文化活動をしている団体がメインだと思うのですが、極論で
は企業でもいいわけですか。

（鹿島田）いいと思います。

（保田）構いませんか。通常であれば、クラウドファンディングで資金調達しようと思って
いた企業が、墨田区のふるさと納税制度を通じて資金調達しようということが、恐らく出て
きますね。

（鹿島田）そこまでの仕組みになればいいと思っていますが、まだ分かりません。事業者
さんたちも、役所が寄付集めをすると全額損金控除されるとか、個人から受ける寄付にす
ると税制上の控除があるというのが、まだまだ知られていないのです。それが知られて、最
初に始めたような墨田区の取り組みで、仕組みがきちんと伝わるようになればいいと思いま
す。

（保田）今日ご参加いただいている職員の方々は、どちらかといえば、児童福祉課などい
ろいろな持ち場を持っていらっしゃる方が多いので、目の前にある課題を解決するのに、ふ
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るさと納税の仕組みやクラウドファンディングの仕組みが使えないだろうかと思っている場
合が多いのです。そのときに、必ず彼らは財政などに行って一発勝負しないといけないわけ
ですが、鹿島田さんの場合は地域力支援部ということですから、組織に風穴を開けるのが
仕事です。そのような地域支援の部隊が存在しない行政においては、恐らく原課の方々が、
自分の独力で財政を説得することが必要になってきて、仕組みがない場合には、そのように
なってくるのですが、そのあたりについてアドバイスはありませんか。

（鹿島田）返礼品となっている「すみだブランド」の所管は産業振興部門です。われわれは
文化部門です。「すみだブランドがあるから使おう」「こっちを組み合わせよう」など、新し
いアイデアではなく、既存のものをどのように組み合わせてやるかということだと思います
から、役所の中で、どのような事業が実施されているかアンテナを張っておくことが必要で
す。
　産業振興の所管では、どのようにして地域の事業者の商品をマーケットに乗せられるか
が課題でした。ふるさと納税をやることによって、結果的に、地域の事業者の商品の売上は
上がっているはずです。実績ができると協力してくれるようになります。結果としてどちらの
所管も「よかったね」と言えること。けんかをしないことです。

（保田）他にいかがでしょうか。

（鹿島田）みなさんは既にクラウドファンディングを実施されている方が多いのですか。そ
うでない方の方が多いのですか。

（保田）そうでない人の方が多いです。まちにある資産を、どのように活用しようとか、生活
保護はどのようにしようか、福祉をどのようにしようかとか、みなさんそれぞれ目の前に課
題があって、クラウドファンディングやふるさと納税を通じて、現在いらっしゃる課の課題を、
どのように解決していこうかというニュアンスです。

（鹿島田）墨田区のふるさと納税は、北斎美術館の運営のためという特定の目的がありま
す。しかし、ふるさと納税を取り巻く議論としては、何に使われるか分からないということに
あるようです。歳入された寄付金を、どのように使うのかを後で考えるということが多いと
側聞しています。その場合、財務当局が振り分けるのですか。

（Ｑ２）私どもの市では、基本的には一般財源に入っていて、基金には入っていません。一
般的には、使途を制限していないような形になります。

（鹿島田）ご担当はどちらですか。
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（Ｑ２）教育委員会です。

（鹿島田）では、教育委員会で使われる寄付になるかどうか、分からないということです
か。

（Ｑ２）分かりません。

（鹿島田）一般財源の方に入ってしまい、使途が明確でないと、各部署でその寄付金をど
う使うのかという、綱引きにはならないのですか。

（Ｑ３）というより当市については、お金を集めて、どうしようという段階にはなくて、クラ
ウドファンディングを使って、何かできればいいぐらいの感覚です。観光も何もないところで、
どのようにしたらお金が集められるか、どのようにして皆さんに投資をもらうかというところ
から行かないといけませんので、歴史上の人物がいるなど、箱物などをつくる理由があれ
ばできるのですがそれもないので、今後、当市が進んでいくべき道としては、福祉などの事
業をする中で、これに対して寄付を集め、全く関係のない返礼品を渡すことでなければ難
しいという気がしています。

（鹿島田）どのぐらいというのですか。

（Ｑ３）何もありません。

（鹿島田）返礼品は、ふるさとチョイスのようなものを使っているのですか。

（Ｑ３）使っていないと思います。今年は使っていなくて、来年度から使うと聞いています。
地元の作ったせんべいなどですが、いろいろ勉強していく中で、１年に１回、何年も同じよう
なものを出しているだけで、更新もされていませんから、それも問題だと最近は感じていま
す。

（鹿島田）すみだブランドは毎年概ね10ぐらいずつ審査委員会の審査を経て認証商品が
決まっていきます。毎年やっていますので、既に100以上の商品が選ばれています。
　ただし、総務省から、返礼品が嗜好品や３割以上の負担になっている場合については、
控えるようにという通知が４月にあったことを受け、墨田区では100万円の寄付の枠は中止
にした経緯があります。

（保田）高額品と認定されたら、全部駄目というのが今のスタンスですね。ありがとうござ
います。
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　ちょうど時間になりましたので、これで終了といたします。鹿島田さま、大変ありがとうご
ざいました。
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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
①「『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」



184 　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」講演録集

研究会 月　日 内　　　　　　容

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

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）
① 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

① 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）
① 成果報告会の内容討議
② 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
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研究会 月　日 内　　　　　　容

第10回 ２月６日（火） 成果報告会リハーサル

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
　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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