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第８回 滋賀県協働プラットフォーム 議事要旨 

 

 

１ 日時 

平成 28年 11月 24日（木） 9時 30分から 12時 00分まで 

２ 場所 

滋賀県大津合同庁舎 5－E会議室（大津市松本一丁目 2番 1号） 

３ テーマ名 

官民協働によるクラウドファンディングの仕組みづくり 

４ 参加団体 

(1) NPO・関連団体等関係者 

(株)関西アーバン銀行 

(株)日本政策金融公庫 

NPO法人エスピロッサ 

NPO法人障害青年の教育をさらに保障する滋賀の会 

大津市 市民部 自治協働課 

滋賀県議会議員 

(2) テーマの提案者 

滋賀県 県民生活部 県民活動生活課 県民活動・協働推進室 

(公財)淡海文化振興財団（淡海ネットワークセンター） 

(3) 県関係部局 

滋賀県 商工観光労働部 商工政策課 

滋賀県 教育委員会事務局 教育総務課 

(4) 事務局 

滋賀県 県民生活部 県民活動生活課 県民活動・協働推進室 

 

５ 協議内容 

(1) テーマ提案者からのテーマ提出の理由・趣旨を説明 

【滋賀県 県民活動生活課 県民活動・協働推進室】 

○スライド（資料 1）により説明させていただく。 

○滋賀県では平成 28年 3月に、「滋賀県協働推進ガイドライン」を策定した。人口減少や超

高齢社会の到来等により、本県をとりまく情勢は大きく変化している。その中で、将来に

対する不安を安心に変え、誰もが夢や希望を抱くことができる豊かな社会を築くためには、

県民とともに滋賀県基本構想に掲げる新しい豊かさの実現に向けて取り組むことが重要。

新しい豊かさというのは、自分だけ、いまだけ、ものだけ、ではなくて、みんなが将来も

持続的に実感できる心の豊かさということで、そのためには県民の県政の参画と多様な主

体との協働・連携を促進していく必要があると考えている。 
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○いろんな協働のとりくみについて、今までも県もいろいろなかたちでやってきたが、どう

しても必要な財源が確保できずに、事業の継続が困難になっていくケースがかなり多くあ

る。 

○これからの時代を考えた時に、なかなか税金という、行政のそういった仕組みだけでまわ

っていくのは、不可能な時代になっていく。これからは民間資金、クラウドファンディン

グとか新たな資金調達の手法を促進するとか、あるいはそういった機運を高めていくため

の寄附文化の醸成ということに取り込むもうと考えている。 

○クラウドファンディングというのは、インターネット経由でいろんなプロジェクト、目的、

計画、目標金額をインターネット上で掲示して、不特定多数の人に寄附を呼びかけて、必

要額集まった時点で動く、それを実施するといった取り組み。最近注目されているが、十

分浸透していないところもあって、まだご存知ない方もかなりおられる状況だと思う。 

○認知度をアップさせるために、地方公共団体や地域金融機関等が連携や役割分担しながら

クラウドファンディングの仕組みを醸成する取り組みがある。 

○大阪府では、「クラウドファンディング等支援ツール活用促進事業」にて、クラウドファン

ディングの PR であるとか、各事業所の相談会、専門講座等を実施している事例がある。

北海道では、金融機関とクラウドファンディングの事業者と北海道の振興局が連携し、ク

ラウドファンディングを実践し、また普及セミナー等を開催している。 

○また、現在国会において休眠預金活用法案が審議されているし、事業の成果をしっかりと

評価していく社会的インパクト評価を推進していこうという動きがある。こうした国の状

況等も踏まえながら、官民協働でクラウドファンディングを推進していきたいというのが、

テーマ提出の理由、趣旨である。 

【淡海ネットワークセンター】 

○NPOの場合、一番の課題、問題点は資金不足である。ここ数年、クラウドファンディング

が注目されている。NPO等が資金を調達する上での新しい方法だと思っている。 

○本日は、クラウドファンディングの基礎知識ということで、スライド（資料(2)）にまとめ

たので、説明させていただく。 

○クラウドファンディングの種類は、寄附型、購入型、投資型の 3 つ。寄附型は資金調達を

うけた側が、資金を提供した側になにも見返りをしないモデル。購入型は、資金調達を受

けた見返りを金銭以外の商品やサービスで返すモデル、投資型は、資金調達を受けた見返

りを、お金で返すモデルとなっている。 

 

(2) 対話・協議の内容 

○クラウドファンディングについて、最大手のクラウドファンディング・プラットフォーム

で月次、1億円ベースぐらいで資金集まっている状況である。年間で 10億円以上の資金調

達をされている。 

○国は、投資型のクラウドファンディングを活用推奨している。 

○購入型クラウドファンディングというのは、何かこう、その事業をされることによって、

たとえば商店をしたり、何か生産をされた時の商品をバックするというような形なのか。 
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○極端な例を言うと、お礼メール、お礼の手紙を出すのもリターン、お返しの一つとなる。

決して物だけではなくて、例えばイベントの参加権の権利をお返しするのも OK である。

寄附型の場合はとりあえず寄附なので、何もお返ししなくてよいが、ただ最近はちょっと、

ほんの数％お礼を返されるケースが出てきている。ただ何％までお返しできるという決ま

りがある。購入型の場合はいくら返しても、全額返してもよい。 

○最近よくあるのが、団体の会員が寄附する場合、団体の取り組みを広報したいという意味

で、クラウドファンディングを利用している場合がある。自分の団体のホームページをつ

くるようなもの。手数料は確かにかかるが、その場合、寄附者に対しリターンはいらない。 

○手数料について、クラウドファンディングというのは成功報酬。オールオアナッシング型

で、目標の寄附金額に達成しなくても、クラウドファンディングのサイトは使われる。人

を介する人件費もかかる。クラウドファンディングサイトの運営は、手数料 20%でも決し

て儲かるビジネスではない。クラウドファンディングサイトの運営について、例えば行政

が後ろについたりして、クラウドファンディングサイト運営者の事業の保障の担保をして

いる形がある。 

○投資型の場合、事業計画とか事業のやった内容の報告について、支援者に対し、厳しい報

告義務が課せられている。なぜなら、儲かった場合に配当を出さないといけないから。購

入型の場合は、ほとんどの場合、例えば「こういうプロジェクトやりますよ、こうゆう事

業やりますよ」っていって、詳細な報告義務はない。ただし、報告はしたほうがよい。例

えば人件費にいくら使いましたとか。資金調達を複数回実施するケースも非常に多いので、

その時に、いい加減な事をしとくと、支援者の信頼を失う。 

○実際、クラウドファンディングに取り組まれたところの方からお聞きしていると、情報を

ネットに載せたからといって、簡単にお金は集まらない。多くの方に実際ダイレクトにお

会いしたりして説明したりして、支援していただいていることが結構あると思う。 

○購入型は、実際こういう物がもらえるということなのでわかりやすく、そうゆうことでは

クラウドファンディングが適しているかわかりませんが、いろんな取り組みの中では、な

かなか物だけで返すというのではなくて、将来的にこうゆう活動に使いたいからという形

で、期間がある程度かかるけれども、クラウドファンディングでお金を集めたいという方

もおられると思う。 

○そういう意味で言うと、ある特定の方は関心をもっておられるが、全体で見たときには、

クラウドファンディングはまだ浸透していないと感じる。クラウドファンディングを多く

の方に広めていくということを考えた時にどうゆうところが課題になるのかお聞きしたい。 

○滋賀県内で福祉型の学校を作る、障害青年たちの学校を作ること目的に、7、8年間活動し

ている。学校づくりを 1からすると 10億円かかる。いろんな団体と交渉を進めながら、新

しい学部を文科省立で作ろうかとか、あとは我々が法人として前にでて、全国初の形でそ

ういった学校を作ろうかという検討をしている。我々の団体は、近畿中心に 360 名ぐらい

の会員さんがおり、1 口 1 千円ぐらいから、拠出して頂いている。知的障害に対する支援

の取り組みが日本では遅れている。だいたい私たちの団体は 70～80 万の年間予算で活動

しているが、うまくいかない。2008年から 4 年かけて、県内の 15の養護学校のほうにア
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ンケートをとった結果、74％が是非建ててほしいとのことだった。しかし、この 7 年間は

ずっと一向に進まない。クラウドファンディングでの前例をご存知であれば教えていただ

きたい。 

○寄附型クラウドファンディングレディーフォーチャリティーを利用し、NPO法人フローレ

ンスが養子縁組の案件で、約 3 千万円集めた案件があった。ジャパンギビングはそもそも

基盤整備を目的に、期間を設けないで、ずーっと寄附を集めるということもやっている。 

○淡海ネットワークセンターでは今年度、（一財）民間都市開発推進機構から資金拠出を受け、

未来ファンドおうみクラウドファンディング活用基金助成事業を実施している。本年 6 月

に募集を開始し 7 月末で募集を終えたが、申請団体は 4 団体であった。助成の内容は、ク

ラウドファンディングの目標額を 100 万円にした場合、その 2 分の１である 50 万円以上

が達成されたら目標額との差額 50 万を助成する。仮に 60万円達成されたら、目標額 100

万円に対する差額 40 万円を助成することになる。また、目標額 100 万円の 1／2 の 50 万

円に達しない場合は、助成をしない。申請の主な内容は、活動拠点となる歴史的な建造物

の保存活用や、古民家の改修事業でした。もっと申請が多いと思っていたが案外少なかっ

た。 

○クラウドファンディングのサイトの運営会社の本社は、ほとんど東京にある。したがって、

リアルに会って話をし、相談したりするのはできない。ですから、ほとんどがスカイプか

メールでのやり取りとなる。そこが一番のネック。エントリーシートでネットに打ち込ん

でまず応募してもらう形になるので、そこがソーシャル系の方にとっては、高いハードル

となる。そうなると、クラウドファンディングの運営会社における人の問題とコストの問

題になる。しかし、手数料は下がる傾向にある。そうするとますます、クラウドファンデ

ィングにより資金を調達しようとする人への支援ができなくなる。「すそ野が広がらない」

とおっしゃったのはまさにそのケースと思う。 

○クラウドファンディングを使用し資金を調達しようとする人への支援を、どこかでコスト

をかけてやっていく。たとえば金融機関と手を組んでやっていくとか、行政と手を組むと

か。そうすると、結構案件は出てくる。アメリカと違い、日本の場合は、「エントリーシー

トをネットにて入力してください。」というだけで、「もう無理だ」と言われる方が多くい

る。そこのハードルが少し下がれば、案件が 10倍以上増えるんじゃないかなと思う。 

○大津市では、クラウドファンディングにて資金を調達しようとする人に対し、完全伴走型

で支援している。最初に、アイデアをブラッシュアップする講座、そして PR 力をブラッ

シュアップする講座を開催し、その後、企画書を製作して、実際にプレゼンし、それぞれ

のクラウドファンディングのプラットフォーム（クラウドファンディング運営事業者が運

営するサイト）に合ったところにエントリーするところまで、面倒を見ている講座を実施

している。しかし、参加者が集まらない。また、最後エントリーするとこまでいかない。

去年、20人弱ぐらいの方が参加され、最終的にエントリーされたのが 2人のみ。そのすそ

野が広がらないところの課題として、すごく丁寧にエントリーのところまでつなげようと

思っているが、どうしたら参加者が集まるのか、どうしたらエントリーにつながるのか悩

んでいる。 
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○関西でも、クラウドファンディングに関するオープンセミナー数多くやっていたが、その

オープンセミナーからは、案件を出して行くのはなかなか難しい。クラウドファンディン

グは、普通の方でしたら、準備で１年ぐらいかかる。そうでないと、ストーリーが描けな

い。だから、本当にそこまで伴走できるのかというと、セミナー形式とかワークショップ

形式ではできないと思う。 

○キュレーション（情報を収集、分類し、つなぎ合わせて新しい価値を持たせて共有するこ

と）ができる人が少ない。クラウドファンディングの運営会社にも、相談員はいるが、学

生のバイトとかが非常に多い。相談員の人や担当される人によって、出来栄えが大きく変

わってくる。それが一つの問題。キュレーターをもう少し養成したい。また、その養成を

どこがやるのかも問題。時代にキュレーターの養成が追いついていない状態。 

○クラウドファンディングは、創業とかスタートアップには本当に最適な仕組みと考える。

日本を変えると思う。しかし、創業したいような人に寄り添って伴走して、本当にもうコ

ンサルティングまでできる人は非常に少ない。クラウドファンディングのプラットフォー

ムの違いはどの点なのか。「あなたはここを使った方がいい。」とかいうアドバイスが出来

る方がそもそもあまりいない。 

○資金調達者しようとする人は、取組を 2～3 年と続けていくことが重要。「1 年やってダメ

だったからもうダメ」いう結論は早急だと思う。実際は、（クラウドファンディングの）サ

イトにアップされるまでには 1年ぐらいかかると思った方がよい。 

○行政なので、継続して、かつ低価格で気楽にできるように考えているが、逆に行政なので、

発信できる、アプローチできる人が限られてくることが悩ましいと思っている。 

○行政もクラウドファンディングのサイトとタイアップして、行政のイベントも、そのサイ

トに載せるような状態になれば、良いと思う。 

○クラウドファンディングを使う側としたら、失敗とかいろいろなハードルを感じる。小さ

な成功体験を蓄積していくと、支援する側もいろいろわかるようになる。 

○ソーシャルインパクトボンドとクラウドファンディングの投資型の違い、メリットとデメ

リットは。 

○クラウドファンディングの投資型は配当を出す必要がある。ただ、ソーシャルビジネスで

配当を出せるようなビジネスはそもそもない。投資型は、営利で使っていただくのがメイ

ン。ソーシャルインパクトボンドは、投資型クラウドファンディングとはまったく異なる

もの。 

○あと、休眠預金等ですね。大きな事業をやられる時は、その活用がベースになると思う。

クラウドファンディングで、そもそもその大きなお金を集めるというのはちょっと厳しい

と思う。3,000万円集まった事例もあるが、よほど有名な団体でないと集まらない。 

○県内の取組として、滋賀銀行はミュージックセキュリティーズと組んでクラウドファンデ

ィングに取り組まれている。ただ、クラウドファンディングという手法が先にあるという

より、事業者が資金調達で不足する分について、クラウドファンディングを使われている

ようであり、クラウドファンディングを有効に活用している印象は受ける。 

○クラウドファンディングを利用される方は、「思い」のほうが非常に強いと感じる。なので、
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中心リーダーがいる間はよいが、その抜けた後どうするのかが課題。企業という見方をす

ると、維持存続していかないと意味がない。一番困るのは、お金が集まっても、実は「人

件費がただ」という事業がたくさんある。要するに思いがある人って、「じゃ、私手伝いま

す。」という事になる。なので、決算書組んだらもう無茶苦茶な決算になり、要するに融資

の対象というものになってないことがある。ですから、スタートはこれでよいが、維持存

続、そして事業とするためにはどうしたらよいかという事をフォローしていく人が必要。

そうしないと、補助金と一緒で、一発で終わってしまう可能性がある。 

○人とか金とかモノとかが集まる時には、リーダーがしっかりできる組織作りが大切。人が

いなくなったら、すべて解散、はい終わりっていうふうになりかねない。そこも考え、ク

ラウドファンディングをやる必要がある。 

○クラウドファンディングの際に、銀行の融資なりをかまして、成功したら外部の目でみて

もらうことが必要。嫌なことを言われるかもしれないが、事業を存続させる事が重要であ

って、誰しも一発屋で終わりたくない。 

○社会福祉法人の経営は、採算ベースに乗っていない。だから県とか市は外部に委託してい

ると思う。社会福祉関係でお金を集めるのは難しい。もともと、補助金とか助成で成り立

っている。これはやっぱり、国なり県なり市が本当に仕組み作りを考える必要があるので

は。 

○事業構築をして、本当にそのファンを作って、人を集めて、事業をやるのには、クラウド

ファンディングは最適なもの。しかし、事業構築等をちゃんとやらないとお金は集まらな

い。クラウドファンディングのサイトに掲載されたらお金が集まるように思っている方も

いるが、そんなに集まらない。500 円、たとえば 1,000 円でも人がお金を出すっていうの

はそれなりの思いがないと難しい。 

○ソーシャルでお金をとれないようなビジネスをやる場合であれば、寄附の制度をきちっと

作ることが大切。 

○集めたお金、寄附してもらったお金を使って、「人件費これだけかかっています。こんな思

いで、うちは団体を事業をしています。」というのをしっかり構築することが大切。そうな

ると、アドバイザーの方もつけて、金融機関もつけて、融資も受けて、事業を拡大し、世

の中のためにミッションを達成していくことが大事。代表者の方が代わっても、持続可能

な形にしていかないと地域のためにあまりならない。 

○事業の一部分を切り取って、クラウドファンディングを利用する方法もあると思う。たと

えば、学校の設立とかは、まずみんなに知ってもらう事が大事で、その入り口として、キ

ックオフに使う部分のお金について、クラウドファンディングで使うのもよいと感じた。 

 

【10分休憩】 

 

○滋賀県では、学習船「うみのこ」新船建造のために、クラウドファンディングを利用し資

金調達をすることを考えている。地方自治体では、鎌倉市が一番初めにクラウドファンデ

ィングを活用した取組を実施している。県内では大津市が「おおつ光ルくん」の着ぐるみ



7 

 

を新調された事例がある。地方自治体等がクラウドファンディングをする場合、当たり前

だが、しっかりと情報発信していく必要があると思う。また、地方自治体が実施する場合、

ふるさと納税と一緒になってしまう。クラウドファンディングの場合、取組について共感

いただけるストーリーなどを考えていく必要があると感じている。 

○私たちの団体は、子供たちにスポーツを教え、スポーツをする機会を増やすための場所の

提供をしている。こういう事業は、お金を多く得る事ができない。地域の子どもたちに一

つの集まる場所を提供しているだけ。今は、toto（のスポーツ振興助成）の助成金を使っ

て、クラブを運営しているが、その助成が切れた時どうしようかと思っている。拠点施設

の設置をボヤーと考えているが、資金調達にいろいろな情報を発信して、いろんな方に知

ってもらって、色々な形で多くの方に協力していただけたらと思う。 

○ふるさと納税がとても加熱している。お返しが過大すぎて、ちょっと問題になっている。

しかも、節税。一方、クラウドファンディングに支援していただいても、寄附型以外は節

税にならない。購入はあくまで購買なので、節税にはならない。ふるさと納税と一緒にし

てしまうとハードルが高過ぎて、勝てる気がしない。したがって、ストーリーをしっかり

作られた上で、そのリターンはもう核にしない方がいいと思う。 

○今は、「非常に（経営が）厳しいのでお金下さい。」とか、「この地域は限界集落なのでお金

下さい。」とか、「うちの事業、もうお金集めないともう存続できないのです」とかを言っ

ても、支援者は、なにしていいかわからない。それよりもむしろ、「一緒に作っていこう。

一緒になんかしていこう。」という要素が非常に強くなっている。あと、団体の中の色々な

年代層の方や支援者など、多くの人に意見を出してもらうのが一番早い。そうすると、的

外れなプロジェクトにならない。 

○クラウドファンディングを利用するなら、100%達成する必要がある。なぜなら、アーカイ

ブで、ずーと（クラウドファンディングの）サイトに残るから。そのためには、ありとあ

らゆる手を使って、やっぱり成功にもって行くような形で伴走してもらえる方をつける必

要がある。 

○事業をする場合、組織の中でどういう事業をやっていくか、その事業をやっていくうえで

の資金をどうするのか。組織と事業と財源がやっぱり一体となって、また相乗効果を生み

出すような流れにしていく必要がある。クラウドファンディングに限って言えば、ただ資

金を集めるだけを念頭におくと、うまく進まない。スタートする事業が本当に魅力的な事

業なのか、クラウドファンディングを利用するに当たり、自分の団体を分析するのは、強

みや魅力を分析する良いチャンスと思う。1 年かけて、そういうものを点検して、やって

いくということも望ましいと思う。 

○大津市には、大津市市民活動センターという中間支援の組織がある。受講者からお金をい

ただいて講座をする部分は市民活動センターが主催している。最初は、大津市がオープン

セミナーという形で実際にクラウドファンディングにチャレンジされて成功された方のお

話と、そのプラットフォームをやってらっしゃる方のお話を聞いてもらう。その後、実践

編で、市民活動センターにつないで、クラウドファンディングに取り組むためのアイデア

のブラッシュアップをする講座、自分たちを PR する力を磨いてもらう講座、その後、実



8 

 

際に企画書を書いてみて、企画書をもっと良くする講座を実施している。 

○講師の方は非常に熱心にやっていただいている。行政がやる講座なので、どこまでそれが

伝わっているのかわからない。講座の内容の情報がなかなか伝わらない。 

○行政がやる場合でも、目標額について 1 千万円という話になると、プラットフォーム運営

者側も 1 千万円級の案件をやりたいので、たぶん優秀なキュレーターをつけると思う。た

だ、ふるさと納税と同じ土俵でやると厳しい。 

○県内には、（公財）滋賀県産業支援プラザという産業支援機関があり、起業支援、創業支援

をされており、クラウドファンディングにも着目されている。話を伺っていると、クラウ

ドファンディングという手法よりも、まず大切なのがビジネスプランであって、その磨き

上げ、ブラッシュアップがいかにできるかが重要という話になる。現在、県で実施してい

るのは、クラウドファンディングという手法の情報提供。クラウドファンディングは民間

での取組のスピードが非常に速く、行政が「何かしましょう。」と言った時には、その施策

がもう時代遅れとなっている可能性も高いと思われる。 

○例えば、クラウドファンディングのプラットフォーム運営者側は、創業支援特集であった

りとか、地域活性化のプロジェクトを募集し、手数料を少し下げたりしている。そういう

提案を、逆に行政側からプラットフォーム運営者のほうに提案すると非常に良いと思う。

そうすると、特徴づけもしやすい。案件がたくさん集まってくるメリットもある。それで

試験的な試し方もできる。例えば、カフェの案件ばかり集めるとか学校教育の特集とかス

ポーツの特集みたいなもの。それで、地域を活性化するような案件ばかり募集する。そう

すると、「あとは行政も一緒にやりましょう。」みたいなことになる可能性はある。行政側

も経費を削減できると思う。人が出向くようなことも、ある程度一緒にできることもある

と思う。 

○資金調達者の思いを広報する場について、プラットフォーム運営者によっては実施してい

る。マスコミも非常に食いつきはいい。ただ、それだけを当てにされるのでなく、自分の

団体で考えていただいて、プレスリリースとか広報をしっかりやっていただく必要がある。

記事を載せる媒体があるのなら、市や公共のところにも載せてあげる必要がある。 

○プロジェクトが始まったら、最低２回ぐらいはセミナーやって下さいと言っている。セミ

ナーで、プロジェクトの実行者の方に思いを語っていただき、その場で実際にお金を集め

て、財布を開いてもらって、寄附してもらう、支援してもらうこともやっている。そうい

う取り組みを地道にやらないといけない。単にクラウドファンディングのサイトに掲載し

ただけでは絶対にお金は集まらない。PR活動はすごく大事。 

○行政や中間支援組織が、これから休眠預金を含めて、あと財団であったりが、重要な役割

を担っていく場面がこれからすごく増えると思う。ただ思うのは、都道府県とか県によっ

て、取り組み方がばらばらである。その住んでおられる方の地域の資金、志のお金が集ま

るかどうかが重要と思う。 

○クラウドファンディングは資金調達の手段として可能性が高いものと思う。本日の話では、

クラウドファンディングの実行者に対し、さまざまなサポートが必要という話があった。

また支援したい方が非常にたくさんおられる中で、コーディネーターが必要であり、また
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行政は、特定のテーマを提案していくことで、わかりやすい形で出していくことで、支援

したいと考えている方が実際支援していただけるような仕組みができると思う。 

○今回のテーマは「官民協働のクラウドファンディング」。官民協働なので、場合によっては

行政が関わることにより、クラウドファンディングの仕組みの信頼性がたいへん向上する

かもしれない。また民間の方でやっていただくことで、よりニーズに近いような、そうい

った取り組みもできると思う。 

○次回のプラットフォームでは、実際にどのような具体的な取り組みができるのかを話し合

いたい。また、実際にクラウドファンディングを実践している方の意見とか、クラウドフ

ァンディング成功事例とかを紹介できたらと思う。それを踏まえ、官民協働の仕組みづく

りを考えていきたい。 

 

（終了） 


