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第 1章 調査の背景・目的等 

１－１．背景・目的 

現代の地方自治体を取り巻く環境は、若者の大都市圏への流出や少子化、過

疎化の進行による人口減少に加え、高齢化、地方の景気低迷などから、税収が

伸び悩み、行政サービスの低下が懸念され、自治体財政は国からの交付金や地

方交付税に依存した経営構造が続いてきた。  

国は 2014（平成 26）年度に「まち・ひと・しごと創生法」を施行し、少子高

齢化の進展に的確に対応し、人口減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への

人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来

にわたって活力ある日本社会を維持していくこととした。これに基づき、いわ

ゆる“地方創生”として地方自治体においては地方版「まち・ひと・しごと創

生総合戦略」を策定し、取組みを進めているところである。 

須賀川市においても、人口減少を前提とした地域づくり、まちづくりが課題

となっている。 

市では、少子高齢化による人口減少の歯止め策と人口構造の変化への対応へ

取り組む一方で、市民満足度を高め、あらゆる人に「選ばれるまち」としてこ

れからも行政サービス水準を維持確保していくため、効率的な行政経営ととも

に新たな財源確保策に取り組むことが必要となっている。 

 このことから、新たな自主財源確保策を検討し、ひいては自立できる行政経

営を目指すことと同時に市が基本理念として掲げる「市民との協働によるまち

づくり」を実践していくにあたって、市民の英知と行動力を最大限に引き出し、

市民が主体的にまちづくりに参画し、支え合い、共生していくことが求められ

ている。 

折しも、市職員による事業提案制度「アイデア宝箱」において、2016（平成

28）年度優良賞に輝いた「地域活性化へのクラウドファンディングの活用につ

いて」により、新しい手法を活用した地域活性化の可能性を職員が提起した。

これにより、クラウドファンディング等の新たな資金調達手法を調査研究し、

これら新手法の導入・活用による地域活性化の方向性を見いだすため、ふくし

ま自治研修センターとの共同調査研究を行うに至ったものである。 
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１－２．調査の体系と構成 

はじめに、第１章において、本調査研究の背景・目的等について明らかにし

ておく。 

第２章は、クラウドファンディングを取り巻く情勢や動向について概観する。 

第３章においては、須賀川市を取り巻く情勢と概況、想定される将来予測等

についてデータ等をもとに分析し、市の将来的な課題等を整理する。 

第４章では、自治体による取組みが注目されている新たな資金調達手法につ

いて、クラウドファンディング及びそれ以外の手法の参考となる事例や取組み

を紹介する。 

最終章の第５章は、これまでの調査分析を踏まえ、須賀川市におけるクラウ

ドファンディング等の活用に向けた方向性及び今後の進め方についてまとめる

こととする。 

本調査研究の全体構成は、次頁「調査の全体構成」のとおりである。 

なお、この共同調査研究において対象とする「新たな資金調達手法」とは、

以下の要件に該当する範囲とし、クラウドファンディング（略表記「CF」）をメ

インとすることとした。

要件：① 須賀川市がこれまで取り組んでいない資金調達手法であること

② 事業実施にかかる事業費（資金）を自主財源として獲得する手法

であること（管理運営経費等のコスト削減策ではないこと）

【図表 1-2-1】調査研究の対象範囲（イメージ） 

要件②要件①

ふるさと納税 
企業版ふるさと納税 

ネーミングライツ

クラウドファンディング

ミニ公募債（住民参加

型市場公募地方債） 

個人・企業からの

寄附金・義援金 

協力金・ 

応援金等 

法定外税 

PPP／PFI 
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第２章 クラウドファンディングの動向 

 

２－１．クラウドファンディングの概要 

 

（１）クラウドファンディングの仕組みと分類 

 

インターネット等の普及浸透を背景に、急速に市場が拡大しているクラウドファン

ディング（CF）は、1990 年代後半の欧米が始まりとされ、2008 年頃のアメリカで現

在も大手のプラットフォーム事業者がサービスを開始したのが契機となっている。 

 

クラウドファンディングとは、「crowd＝群衆、人々」と「funding＝資金調達」を

合わせた造語で、その定義は確定しているものではないが、一般に「インターネット

を介して不特定多数の個人から少額の資金を調達する仕組み」と解釈されている。 

一般の人々から資金を集める仕組み自体は古くからあり、19世紀に完成したアメリ

カニューヨーク州にある自由の女神像は、建設当時、台座分の資金が不足し、新聞の

呼びかけに応じた多数の一般大衆による寄附により設置された、という話は有名であ

る。 

 

日本国内では、ミュージックセキュリティーズ（株）が 2000（平成 12）年に開始

した音楽ファンド（インターネットを通じてミュージシャンを応援し、CDの売上げに

応じた分配金や特典がもらえる仕組み）が最初の CFと言われており、同社は 2009（平

成 21）年からマイクロ投資プラットフォーム「セキュリテ」を開設している。 

2011（平成 23）年頃から次々にクラウドファンディングサイト（以下「CFサイト」

という。資金調達を受けたい個人・法人がプロジェクトを発表するためのウェブ上の

プラットフォーム）が開設され、2011（平成 23）年 3月に発生した東日本大震災の被

災地を支援するプロジェクトが多数立ち上げられたことも一つのきっかけとなって、

人々から注目されるようになり急速に広まっていった。 

 

一般的な CF のビジネスモデルは、市場に存在する資金提供側の「個人（投資家）」

と、事業を実施するために資金調達が必要な「法人もしくは個人」を、仲介事業者（CF

サイト運営事業者）がインターネット上に構築した CF サイトを介して結びつけるも

のである。 
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【図表 2-1-1】CFの仕組み   

 

            （出所：内閣官房「ふるさと投資」の手引き概要版より抜粋） 

 

また、CFは、資金提供者へのリターンの形態によって大別すると、次図のとおりで

ある。リターンとは、資金支援への見返りに資金提供者が受け取るお礼のことで、リ

ワード（報酬、特典）とも言われる。 

 

金融商品取引法の規制対象となる投資型のうち、株式形態は、1 億円未満の資金調

達と一人当たり年 50万円までの株式購入を条件に 2015（平成 27）年 5月から解禁さ

れた新しいタイプである。 

また、新しい動きとして 2017（平成 29）年 4 月に、青森県弘前市が、市の名所弘

前公園の桜の維持管理費等の資金を集めるため、インターネット上の仮想通貨（※） 

ビットコインによる寄附募集を始めたが、これも CFの一形態と考えられる。  

この仮想通貨の急速な広がりを受けて、CF サイト大手のキャンプファイヤーが、

2017（平成 29）年 9月に従来のクレジット決済にビットコインで決済できる仕組みを

加えた。 

同年 12月には、「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律」の施行に伴い、契

約締結前の書面等がインターネット上で手続きできるようになるなど、CFに対応した

環境が整備され、不動産投資（組合形式で出資を受け、不動産の売買や賃貸による収

益を投資家に配当する）における CFも始まっている。 

  

※ 仮想通貨とは、2017（平成 29）年 4月施行の改正資金決済法によれば、①不特定の者に 

対して、代金の支払い等に使用でき、かつ、法定通貨（日本円や米国ドル等）と相互に交換

できる②電子的に記録され、移転できる③法定通貨または法定通貨建ての資産（プリペイド

カード等）ではない、とされ、代表的なものにビットコインがある。 
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【図表 2-1-2】CFの分類  

 

タイプ 仕組み 規制法、関連法 主なプラットフォーム 

寄附型 資金提供者へのリタ

ーンはなし 

なし JAPANGIVING 

購入型 資金提供者に金銭以

外のモノやサービス

が提供される 

特定商取引法 Readyfor 

CAMPFIRE 

Makuake 

FAAVO 

貸付（融資）型 

（＝ソーシャルレ

ンディング） 

契約に基づき、資金

提供者が資金調達者

に対して融資し、元

本と利子の返済を受

ける 

貸金業法 

金融商品取引法 

運営事業者は、第２種

金融商品取引業者の

登録必要 

maneo 

Crowd Bank 

SBI Social Lending 

投資型 

（ファンド形態） 

資金提供者が資金調

達者と匿名組合出資

契約などを締結して

資金を提供し、分配

等を受ける 

金融商品取引法 

運営事業者は、第２種

金融商品取引業者の

登録必要 

セキュリテ 

投資型 

（株式形態＝エク

イティ） 

資金提供者が資金調

達者に非上場株式等

による出資により資

金を提供し、配当等

を受ける 

金融商品取引法 

運営事業者は、第 1種

少額電子募集取扱業

者の登録必要 

FUNDINNO 

 

（出所：内閣官房「ふるさと投資」の手引き等を参考に作成） 
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CF を活用した資金調達の一般的な流れをタイプ別に図式化したものが以下の図で

ある。 

特に購入型 CFの場合は、一定の期限（数日～3ヶ月程度が主流となっている）まで

に目標金額を達成した場合にプロジェクト成立となる成功報酬型（All or Nothing

方式ともいう。）が基本となっているが、非営利事業などで目標金額の達成いかんに

関わらず、集まった資金（サイト運営事業者への手数料を除く）を受け取れる即時支

援型（All in 方式ともいう。）も選択できるものもある。 

 

【図表 2-1-3】CFによる資金調達の流れ  

 

（出所：内閣官房「ふるさと投資」の手引きより抜粋） 
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（２）クラウドファンディングの特徴 

 

CFは、個人や法人が新しいビジネスを開始する、あるいは新商品を開発しようとし

たとき、そのアイデア・構想の実現可能性や実行者の社会的信用度によって従来の資

金調達（金融機関等からの融資等）では難しい場合に活用するものと考えられること

が多かった。 

しかし、近年では単なる資金集めだけではなく、＋αの効果を期待してその活用が

広がっている。 

 

プロジェクト実行者にとって、CFによる特徴的な利点をあげると 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように、CFは資金調達にとどまらず、客観的にまた即時的にプロジェクトの評

価が可視化されるシビアな面も持っているが、それは裏を返せばビジネスチャンスを

つかむチャレンジの場としての機能を有していると考えられる。 

 

また、資金提供者にとっての利点は 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 資金調達 

インターネットを介在することでこれまで縁もゆかりもなかったヒトからも

資金を提供してもらえる 

２ 市場ニーズの調査 

どれだけのヒトから自分のアイデアが認めてもらえるか、欲しいと思っても

らえるかなど事前の市場調査ができる 

３ プロジェクトへの共感 

リターン品の魅力、あるいはそれ以上にプロジェクト実現に向けた実行者の 

熱い思いに共感すると応援してもらえる 

４ 新商品の PR 

新商品などの場合、広告費を抑えて PRができる 

また、共感したヒトから新たなヒトへインターネットの会員制交流サイト

（SNS：social networking service）等により更なる拡散も期待できる 

 

１ 気軽に応援できる 

インターネットやオンライン決済により、いつでも自分が支援したいプロジ

ェクトを検索でき、自宅にいながらにして気軽に寄附や資金提供ができる 

２ 新しい商品やサービスが市場より早く入手できる（寄附型を除く） 

欲しいと思う商品や魅力的なサービスなどが市場に出るより先に入手、体験

することが可能となり、特別感も感じられる 

３ プロセスへの参加 

アイデアや構想段階で共感したプロジェクトが実施される、あるいは実際に

商品となるプロセスに参加し、一体感を得られる 

４ 高利回りの運用期待 

貸付型や投資型では、一般の預金や国債等より高利回りの運用が期待できる

投資先のプロジェクトを自分でじっくり吟味できる 
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「入門クラウドファンディング」（2014 年 山本純子著）によると、CFにはゲーム

性が組み込まれているという。 

ゲーム性の要素とは 

① ゲーム空間（日常的なルールが一時的に無効になる空間） 

② 境界（ゲーム空間と日常的空間の境界） 

③ ルール（ゲーム空間内だけで通用するルール） 

④ 道具（ゲームに関する情報を保持するもの） 

⑤ ゴール（ゲームの終了を決める条件） 

があり、CFには、CFサイトというゲーム空間の中で、成功報酬型の場合、期限内

に目標金額を達成しないと全て無効になる等のルール、調達金額や調達期限という

ゴール、資金調達期間の終わりと始まりという時間的境界、CFサイト内でしかその

ルールが適用されないという空間的境界、また道具としては、資金調達チャレンジ

期間中、リアルタイムに現在の調達額や資金提供者数がわかること、が当てはまる。

これらの要素により、人は CFというゲーム性にはまってしまうのではないかとい 

う。 

販売前の魅力的な「リワードが欲しい」あるいはプロジェクト実行のプロセスを共

に体感する「仲間になりたい」という心理を掻き立て、CFの持つゲーム性により、縁

もつながりもなかった人々が巻き込まれていくうちに「感情的なつながり」が醸成さ

れていく、これが CF成功のプロセスであるとし、 

具体的には、 

「効果的なリワードの設定」 

「積極的なコミュニケーション」 

「CFチャレンジ前の関係づくり」 

が成功を左右する重要なポイントである、と述べている。 
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（３）クラウドファンディングのリスク 

 

CFは、前述のとおりプロジェクトへの共感や魅力的なリターンなどにより支援を集

める仕組みであり、CFにチャレンジすれば当然資金が集まる、というものではない。  

また、資金提供者側にとっても、購入型など資金調達後にアイデアが商品化される

事前購入予約の要素により期待した商品やサービスが受けられないなど一定のリス

クを抱えることを念頭に置いて支援する必要がある。 

 

【図表 2-1-4】CF分類別 想定される主なリスク 

 

分類タイプ 実行者にとってのリスク 資金提供者にとってのリスク 

寄附型 ・目標金額を集められないリスク ・プロジェクト実行者と対面することな

く、ネットを介して資金提供を行うため、

詐欺行為にあうなど不正流用されるリス

ク 

購入型 ・期間中に目標金額に達成しないと資金

が得られず事業が実施できないリスク 

・新商品、新事業などのアイデアが流出

するリスク 

・資金提供者が多くなるほどリターンの

発送やアフターフォローなどの負担が増

えるリスク 

・プロジェクトが計画通り実施されない、

リターンの商品やサービスが完成しな

い、完成しても期待したタイミングに提

供されないリスク 

貸付（融資）型 

（＝ソーシャルレ

ンディング） 

・期限までに資金が集まらないリスク 

・返済不能となった場合、第三者に債権

を売却されるリスク 

・事業やサービスが実現しないリスク 

・匿名組合を組成する取り扱い業者の倒

産による貸し倒れリスク 

・ファンド形式により個別の調達者の実

情が把握できない 

投資型 

（ファンド形態） 

・期限までに資金が集まらず、事業が実

行できないリスク 

・事業のアイデアなどが流出するリスク 

・事業の不調や事業者の倒産等により、

元本割れなど投資が回収できないリスク 

・事業の運営方法には原則、関与できな

い 

・実行者には元本保証の義務がないため、

モラルハザードが生じるリスク 

投資型 

（株式形態＝エク

イティ） 

・期限までに資金が集まらず、事業が実

行できないリスク 

・顔の見えない小口株主が増えることに

よる管理コストの発生と事業運営上の負

担リスク 

・事業の不調や事業者の倒産等により、

購入した株の損失が発生するリスク 

・非上場株式であるため、流動性が低く、

返済期日もないため換金が困難 

 
 

（出所：価格.com クラウドファンディング：http://kakaku.com/crowdfunding/ 等参考に作成） 
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２－２．クラウドファンディングの情勢 

 

（１）クラウドファンディング市場 

 

Massolution Crowdfunding Industry 2015 Reportによると、世界で CFによる資金

調達額は、2015（平成 27）年が約 344.4 億ドル（1 ドル＝120 円として約 4 兆 1,328

億円）と見積もっており、4年で 10倍以上の伸びとなっている。また、内訳としては、

Lending、つまり貸付型が圧倒的なシェアとなっている。 

 

【図表 2-2-1】世界の CF調達額 

 

（出所：Massolution Crowdfunding Industry 2015 Report： 

http:/ /crowdexpert.com/crowdfunding-industry-statisticsより抜粋） 

  

寄附型 

購入型 

融資型 

株式型 

投資型 

混合型 

2015年推定 全タイプの資金調達額：344.4 億ドル 
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 一方で、国内の CF市場規模については、民間調査会社によると 2015（平成 27）年

度は、前年度比 68.1％増の 363億 3,400万円に拡大しており、その内訳としては、世

界と同様に貸付（融資）型が最も大きく、全体の 88.7％を占めている、さらに、CF

市場は、2016（平成 28）年度も引き続き拡大基調にあると予測されている。 

国内の主要な購入型 CFによる月次累計推移によると、2016（平成 28）年 11月時点

で資金調達額が累計約 86 億 5 千万円となっている。4 年前の 2012（平成 24）年同月

が約 2億円であり、その伸びは 43倍以上となっている。 

 

【図表 2-2-2】日本の主要 CF（購入型）累計支援額月次推移 

 
（出所：HP：visualizing Info: http://visualizing.info/cr/crowdfunding/jptrend/#m=a1より 

抜粋） 
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（２）主要なクラウドファンディングサイト 

 

現在、国内における CF サイト運営事業者は 100 社以上にのぼっており、新規参入

も相次ぐ活発な市場となっている。また、各 CF サイトは特色を打ち出しており、掲

載するプロジェクトの地域を限定する地域特化型、音楽、アニメ、スポーツなどのジ

ャンル特化型、女性、NGO（非政府組織）、ミュージシャンなどのプロジェクト実行者

限定型など、多岐にわたっている。 

CFサイト運営は、システムの利用料やプロジェクト成立による手数料、成功報酬等

を収入源とし、各事業者によりその料金は異なる。 

 

さらに、CFサイト運営へ参入する事業者もインターネット事業を専門とする事業者

だけでなく、銀行、証券会社などの金融業を始め、新聞社、ラジオ局などのマスコミ

関係、メーカーや自治体など様々な分野から進出している。 

直近では、2017（平成 29）年 8月にインターネット専業のソニー銀行が銀行で初め

てファンド設立から投資先企業の選定まで手がける投資型のCFサイト運営に参入し、

また、CFの草分けと言われる、アメリカの大手 CFサイト「Kickstarter」が日本に進

出するなど CFサイト間の競合は、ますます激しくなることが予想される。 

 

【図表 2-2-3】主な CFサイト  

 
（出所：各 CFサイトから一部抜粋して作成） 
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（３）県内のクラウドファンディング 

 

福島県内においても、CFは急激に存在感を増している。 

県内で設立された CFサイト及び県内の金融機関等が提携する CFサイトの主なもの

を表にまとめた。 

いわき市にある（株）キックオフが 2015（平成 27）年 4月に「KickOFF」を立ち上

げてサービスを開始したのが最初と考えられる。 

（株）サーチフィールド（本社 東京）が運営する FAAVOは地域ごとに地域オーナ

ーを設定し、プロジェクト実行者の取扱い地域を限定した地域特化型の CF サイトを

展開している。県内では（株）REVOL といわき信用組合が地域オーナーとなり、それ

ぞれ「FAAVO福島」と「FAAVO磐城国」を運営している。 

特に「FAAVO 福島」は、須賀川市内に事務所を構え、須賀川信用金庫とパートナー

契約を締結している。地域に根付いた金融機関との連携により、クラウドファンディ

ングを通じての地域活性化を目指している。 

2017（平成 29）年 8月からは、県内大手新聞社が KickOFFと地元金融機関の協力を

得て、KickOFF サイトから派生する形で「民報フレフレ応援団」として購入型の CF

サービスを開始し、新聞という有力な PR媒体を武器に積極的に取り組んでいる。 

また、県内の金融機関は、地域の信用金庫などを中心に CF のサイト運営事業者と

業務提携を結び、事業資金や活動資金を調達したい個人や法人に CF への挑戦を後押

ししている。 

 

【図表 2-2-4】運営者が県内企業である主な CFサイト 

 

CFサイト サイトアドレス タイプ サイト運営者 

（提携機関等） 

サービス開始 

KickOFF 

 

http://www.kickoffj

apan.com/ 

購入型 (株)キックオフ 2015 年 4月 

FAAVO福島 

 

https://faavo.jp/fu

kushima 

購入型 (株)REVOL 

（須賀川信用金

庫） 

2015 年 9月 

FAAVO磐城国 

 

https://faavo.jp/iw

akinokuni 

購入型 いわき信用組合 

（デザインノ風、

Office Genie） 

2016 年 2月 

民報フレフレ応援

団 

 

http://www.kickoffj

apan.com/fukushima 

購入型 （株）福島民報社 

(KickOFF、東邦銀

行、福島銀行、大

東銀行) 

2017 年 8月 

 

（出所：各サイトから一部抜粋して作成） 
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【図表 2-2-5】県内金融機関が提携している主な CFサイト 
 

県内金融機関 提携先 CFサイト サイトアドレス タイプ サイト運営事業者 

福島銀行 CHALLENGE STAR 

 

http://www.challe

ngestar.jp/ 

購入型 一般社団法人

MAKOTO 

 

福島銀行 

郡山信用金庫 

福島信用金庫 

会津信用金庫 

ひまわり信用金庫 

あぶくま信用金庫 

二本松信用金庫 

Readyfor 

 

https://readyfor.

jp/ 

購入型 READYFOR（株） 

 

会津商工信用組合 

いわき信用組合 

MOTTAINAIもっと 

 

https://mottainai

-motto.jp/ 

購入型 伊 藤 忠 商 事

（株）、ミュー

ジックセキュ

リ テ ィ ー ズ

（株） 

 （出所：各サイトから一部抜粋して作成） 
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（４）CFサイト運営事業者から見たクラウドファンディング 

 

大手 CFサイトを中心に、サイト運営事業者は CFの利用を考える個人や事業者を対

象にセミナー等を開催するなど、CF 活用促進を図っている。また、CF を活用して地

域活性化へつなげようと方策を探る自治体も出ている。 

この項では、県内の CF サイト運営事業者「FAAVO 福島」へのインタビューや CF 活

用セミナー等における講演を通して CFサイト運営事業者から見た CFを検証する。 

 

① FAAVO福島 

 

 

 

 

 

 

 

（株）REVOL代表取締役 

吉田 有希氏 

インタビュー（2017.7.14）  

1 クラウドファンディング事業へ参入した経緯 

 須賀川市には U ターンで戻ってきた。それまで WEB コンサルタントとして HP の

作成など企業に効果的な情報発信を提案してきたが、地域と首都圏とに情報格差

があることを感じていた。 

 まちづくり会社「こぷろ須賀川」や商工会議所での活動を通じて、情報格差をな

くし、地域と都市部をつないで新しい価値を創造する、それぞれの強みを生かし

て地域の課題を解決していく必要があるとの思いから CF事業に参入した。 

 「地域をより良くしたい」、そのツールとして CFがある。 

 FAAVO の地域オーナーを選択したのは、地域の窓口を持っていること。大都市に

はない身近な存在として全国に地域オーナーを設置して様々なノウハウも持っ

ていること。地域に特化したプロジェクトを多く扱い、ビジネスよりも地域創生

を重視している点も自社の企業理念に合致していた。 

2 運営事業者（（株）サーチフィールド）と地域オーナーの関係 

 FAAVOの地域オーナーになるには、企業理念が重要である。 

 仕組みはフランチャイズチェーンのイメージ。地域オーナー（FAAVO 福島）は、

運営事業者に毎月運営費（10万円程度）を支払い、対象エリアのプロジェクト支

援を任されている。 
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3 FAAVO福島の対象エリア、扱うプロジェクト 

 担当エリアは、浜通りを除く県内全域である。浜通りは FAAVO磐城国がカバーし

ている。 

 担当エリア内で関心が高いのは、会津より中通りが多い。問い合わせは月７～８

件程度ある。 

 CFにチャレンジするための準備金は、成功報酬型（All or Nothing）なので必要

はない。プロジェクトの達成によって手数料が発生するので、あらかじめ目標金

額には手数料分も含めて計画する必要がある。プロジェクトの規模は 10 万円か

ら 100 万円程度が大半を占める。web 画像や動画の作成知識などを持っていれば

ほとんど費用をかけずにチャレンジすることが可能。 

 CFサイトに掲載すれば資金が勝手に集まる、と誤解しているヒトも少なくない。

あくまで主体は、プロジェクト提案者である。自分でやる、資金調達後も自立し

て事業を継続する、そういう信念がまずは必要。 

4 プロジェクト成功率 

 All or Nothing では 60～70％。現在は、All in も導入し、この場合目標金額の

達成か否かという要件がないので、全体的な達成率は 80％を超えるようになって

いる。 

 成功報酬は、基本的に調達金額の 20％である。All or Nothingと All inによる

違いや、準備期間のコンサルティング（資料作成、HP製作等）の程度により実行

者の負担額は変動する。 

 個人的にはプロジェクトを確実に実行し、その後自立して事業を継続していくに

は、プロジェクトの市場ニーズやプロジェクトの熟度を客観的に把握できる All 

or Nothingが望ましいと考える。 

 未達成に終わったプロジェクトについても、CFサイトに掲載が残る。運営会社の

方針であるが、失敗に終わってもこういう思い（プロジェクト）があったという

記録となり、チャレンジの実績となるためである。 

5 自治体への期待、自治体の関わり 

 FAAVOでは、自治体の関与に 2パターンあり。 

① 自治体が地域オーナーとなり、自ら CFサイトを運営する。 

② 運営事業者と連携し、プロジェクト実行者が負担する手数料を自治体が助成 

する。 

 主な経営者層（60～70 代）には、CF がまだ浸透していない。突破口は学生や若

者世代と考え、この層に新しいビジネスの芽をつくっていきたい。自治体には、

若者層へのアプローチの機会を作ってもらえたら。例えばビジネスコンテストを

行い、中高生や若者に起案してもらって発表する、それを大人が支援する。その

ような寄附文化を地域で創れると面白いのではないか。 

 例えば、自治体の補助金をメインで運営しているイベントなどに CF や、返礼品

目的ではなく自治体に行って欲しい事業に対して支援をするふるさと納税型の

ファンドの利用を考えたりすれば、主催者や自治体の考え方も変わり、面白い取

組みも生まれるのではないか。 
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6 リターン品の受取りなどリスク管理 

 購入型 CF サイトであり、支援者が支援金を支払後返礼品が受け取れない、とい

った事例は発生していない。 

 リスク回避策として、資金調達が達成した場合に、まず支援者への返礼品を最優

先して準備するように指導している。 

FAAVO福島 CFサイト：https://faavo.jp/fukushima 

サイト地域オーナー：（株）REVOL 

所在地：須賀川市宮先町 80 電話：0248－94－7275 

（出所：（株）REVOL提供資料及び FAAVO福島 HPより作成） 

 

 

 

② FAAVO大阪 

 

  

 

1 クラウドファンディングの影響力 

 CFは、課題解決を行うための資金獲得手段として非常に有効である。 

 資金を集めるだけでなく、営業活動と同時に広告宣伝効果も期待できる。Twitter

や facebookなどの SNS活用は必須である。 

 ポイントは、「巻き込み力」（いかに住民を巻き込んでいくか）、ソーシャルメデ

ィアを活用して事業への熱意を伝えられるか、にある。 

 インフルエンサー（影響力がある人）の目につくことでたちまち情報が拡散して

いく。 

2 行政が活用するクラウドファンディング 

 行政の取組みの場合、例えば自治体の外へ向けた事業を実施するとなると（自地

域外への行政サービスに税金を投入することへ）少なからず批判も出るが、CFで

は、自治体の内外に関わらず事業内容に共感して集まった資金であり、住民（支

援者）のためになる事業であるとして自信を持って実行できる。 

 予算要求が難しい事業に CFを活用することも一つの方法である。 

  

https://faavo.jp/fukushima
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3 プロジェクト成功のポイント 

 CFの心構え 

①分かりやすい活動紹介 

②納得できる資金の用途 

③魅力が伝わる写真 

④欲しいと思えるリターン 

⑤期間中の宣伝活動 

⑥プロジェクトへの熱意 

 注意点 

①思い込み、根拠のないひらめきは厳禁 

②類似案件がないかよくリサーチ 

③支援者に分かりやすい事業対象 

④1日 10分は、プロジェクトのための時間をとる 

⑤お願いができないヒトには不向き 

4 FAAVO大阪の実績（2017年 6月講演時直近）と手数料 

 2014年 3月スタート 

起案数 125件、成功数 93件→達成率 74.4％ 

累計調達額 約 5,400万円 

最高調達額 2,803,000円（目標額 2,500,000円 達成率 112％） 

 成功報酬は、基本的に調達金額の 15～20％ 

 NPO法人として FAAVO大阪を運営しながら、フォーマルウェアの販売を行う（株）

NFL として、自らプロジェクト（武将スーツの企画・販売）も実施し、成功させ

ている。 

FAAVO大阪 CFサイト：https://faavo.jp/osaka 

サイト地域オーナー：NPO法人クラウドファンディングプロデューサー協会 

所在地：大阪府大阪市北区茶屋町８－３４ KZ茶屋町 5階 

（出所：マッセ OSAKA 主催「クラウドファンディングによる地域活性化研究会」公開講座 

(2017.6.22)における（株）NFL提供資料及び FAAVO 大阪 HPより作成） 

 

 

 

  

https://faavo.jp/osaka
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③ Readyfor 

  

 

 

1 クラウドファンディングを利用するメリット 

 リスクなくチャレンジできる 

・初期費用ゼロ（成功報酬型のため、プロジェクト掲載までは無料） 

・自己資金の獲得 

・在庫リスクゼロ（リターンは購入された分だけ製作すればよいため、在庫を抱

えるリスクがない） 

・コンセプト設計への事前フィードバック（自分の事業の魅力を第三者の視点で

整理できる。サービス開始前に多くのフィードバックを得られる） 

 ファンコミュニティの形成につながる 

・最初の購入者、利用者（ファン）を獲得できる。 

・コンセプトに共感していることから長期的な支援者となる見込みがある。 

 話題づくりにつながる 

・メディア掲載や販路拡大が見込める。 

2 クラウドファンディングを利用する上での注意点 

 CFは「資金を集められる
．．．．．

」サービスであり、「資金が集まる
．．．

」サービスではない。

（よほど面白いコンテンツでなければすぐにお金が集まることはない。「身の回

りの知人から３割集める」ことが重要） 

 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利用できるサービ

スではない。（完成品がなくても販売できるが、完成するまでの実現性が高くな

いと公開できない。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

が高いため、事業者のチェックは厳しい） 

 賛同だけでなく、否定的な意見が寄せられることもある。（話題性とともに、お

金を集めるサービスであり、批判の対象になることもある。ただし、意見に対す

る誠実な対応により信頼度を増し支援を加速させることもある） 

3 自治体との取組事例 

 「みやぎ食と農のクラウドファンディング」 

東日本大震災で被災した農家や風評被害に苦しむ農業を応援するために宮城県

が開設した CF ページで READYFOR（株）が受託。青森県も同様の事業を展開して

いる。 

4 Readyforの実績（2017年 5月現在）と手数料 

 プロジェクト数 約 6,500件（業界シェア No.1） 

累計支援者数 約 27万人 

累計支援額  約 42億円（最高金額 60,115,200円）  

達成率    約 60％ 

 All or Nothing方式で成功報酬は、調達金額の 17％ 
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CFサイト：https://readyfor.jp/ 

サイト運営者：READYFOR（株） 

所在地：東京都文京区本郷 5-33-10 

（出所：マッセ OSAKA 主催「クラウドファンディングによる地域活性化研究会」公開講座 

(2017.8.30)における READYFOR（株）提供資料及び Readyfor HPより作成） 

 

 

 

  

https://readyfor.jp/
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（５）プロジェクト実行者から見たクラウドファンディング 

 

プロジェクト実行者にとっての CFとはどのようなものなのか。実際に CFチャレン

ジを経験した実行者に活用の経緯や実感する効果等をインタビューした。 

 

自然食品ばんだい 代表 瓜生 和徳氏 

 

 

 

 

「新しい東北」復興ビジネスコンテスト 2014 奨励賞 

ふくしまベンチャーアワード 2016特別賞 

1 ６次化商品開発への経緯 

 17年前にＵターンして喜多方市で就農。無農薬で米の栽培をしてきたが、東日本

大震災の風評被害を受け、売れなくなった。これをきっかけに、農業の６次化に

取組み、自社の米粉を使用した「喜多方もっちり餃子」を開発した。 

2 クラウドファンディング利用のきっかけ 

 震災後、農業の復興を目的とした補助金メニューも多くあり、きちんと申請すれ

ば助成してもらえるという意味でスムーズだったかもしれない。 

しかし、一番の目的が新しい商品を知ってもらうことであり、PRすることであ

った。自分が作った商品が消費者に受け入れてもらえるのかを知りたかったた

め、CFを選択した。 

3 CFサイトの選択 

 私の場合は、皆さんからの支援金で商品を開発して御礼品として開発商品を支援

者に食べてもらい、PRやファンになってもらうことを考えると購入型がベストで

あった。 

 手数料の高い安いよりも手厚いアドバイスが受けられるかどうか、が重要。初め

て CF にチャレンジする時、何をしたらよいかが分からない状況であった。アド

バイスは電話か？メールか？、どのくらいでレスポンスが来るのか？、土日祝日

や連休期間（GWや年末年始）の対応はどうなっているか？、などを調べて自分に

合ったサイトを選択することが必要である。 

 CFの公開期間は短く、その期間内で支援金を得なければならない。そのためには

アドバイザーの存在がとても重要だと感じている。 

 CF にチャレンジするまで SNS による情報発信は活用したことがなかった。

Readyfor のキュレーター（※）に助けてもらいながら facebook や Twitter を開

設した。 
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4 クラウドファンディング成功のポイント 

 支援する人の立場になってプロジェクトの文章を考えることとその文章を第三

者に見てもらい完成度を高めることが重要である。

 CFチャレンジ前からチャレンジ中も、思いつく限りの家族、親戚、知人・友人、

取引先などへ PRする。続けることが大事である。

 リアルタイムで結果が見えることは精神的にプレッシャーも大きいため、公開期

間は長すぎても良くない。最大 90日とされているが、45日でチャレンジした。

 プロジェクト公開の 10日間とラスト 10 日間が最も重要である。毎日の広報の積

み重ねがラスト 10日間に成果となって出てくる場合が多い。

5 クラウドファンディング利用の効果 

 最初、どうしてこんなに多くの見ず知らずの方々が支援してくれるんだろう？と

驚きが大きかった。自分が喜ぶ姿を見て満足してくれる人たちがこれほどいるこ

とは本当にすごいことで、支援者を大事にしなければならない。

 CF利用をきっかけに「クラウドファンディング実行者を応援する会」を設立した。

全国の会員 230名以上と facebookでつながっており、会員が CFにチャレンジす

る際、プロジェクトに賛同したほかの会員が自身の SNSなどを活用して情報を拡

散させる活動をしている。

6 これからのクラウドファンディング 

 2017（平成 29）年 10 月 25 日から３回目の CF にチャレンジするため、準備を進

めている。喜多方もっちり餃子のオーナーを募集し、より多くの人に広めていき

たい。

※この CFチャレンジは 2017（平成 29）年 11月 30日に終了し、目標金額 300,000

円を大きく超える 456,840円を達成し、プロジェクト成立となった。

 １回目の頃は、今ほど CF が知られておらず、また、食品を扱うプロジェクトも

少なく、目立ったので支援も集まりやすかったと思う。現在は急速にプロジェク

トが増え、これまでと同じでは難しいと感じている。プロジェクト間の競争が激

しくなっている。

自然食品ばんだい HP：https://www.n-bandai.com/ 

所在地：喜多方市熱塩加納町加納字古屋敷甲 2889-4 電話：0241-36-2675 

※キュレーターとは、プロジェクト実行者にクラウドファンディングでの成功をアドバイスする

担当者 

（出所：自然食品ばんだい提供資料及びばんだい HPにより作成） 

https://www.n-bandai.com/
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第３章 須賀川市の現状と見通し 

３－１．市の概況 

（１）市政概要

 須賀川市は、1954（昭和 29）年 3月に当時の須賀川町と隣接する浜田、西袋、稲田、

小塩江の４か村が合併して市制を施行し、翌年 3月には仁井田村、1967（昭和 42）年

2月に大東村が合併した。その後、平成の大合併により 2005（平成 17）年 4月に長沼

町、岩瀬村が合併して現在の須賀川市となっている。 

2011（平成 23）年 3 月 11 日に発生した東日本大震災により、藤沼湖の決壊を始め

市内広域に甚大な被害を受けたが、その後着実に復旧・復興を進め、2017（平成 29）

年 5 月には再建した市庁舎が開庁し、2019（平成 31）年１月には市民交流センター

（tette）が開館する予定でありこれらは市の新たなランドマークとなっている。 

市では、第７次総合計画「須賀川

市まちづくりビジョン 2013」（計画

期間：2013（平成 25）年度～2017

（平成 29）年度）において、市の将

来都市像を「共有、共感、共生へ と

もに歩む自治都市すかがわ ～先

人の築いた市民自治の精神を現代

（いま）に そして未来（あした）

へ～」として、  

 「市民との協働」による「市民

自治」の推進

 行政評価と連動したスピード感

のある行政経営の推進

 自然と共生した持続可能な循環

型社会の推進

の３つを基本理念として市政運営を推進してきた。 

今年度は計画の最終年度で、これまでの精神を受け継ぎながら「復興期」から「発

展期」への新たなステージへと踏み出し、2018（平成 30）年度からは、第８次総合計

画「須賀川市まちづくりビジョン 2018」へ引き継ぐことになる。 

新たな総合計画では将来都市像を「選ばれるまちへ ともに歩む自治都市 すかが

わ」とし、一層の市民との協働のまちづくりを進め、市民、事業者、行政等がそれぞ

れの役割を果たしつつ連携して一体的に取り組み、あらゆる人に選ばれるまち須賀川

市を目指していく。 

（出所：須賀川市より提供） 
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 また、須賀川市には、牡丹園として全国唯一、国の名

勝に指定されている須賀川牡丹園、例年 30 万人を超え

る観客を魅了する釈迦堂川花火大会、日本三大火祭りの

一つである圧巻の松明あかしなど、魅力的な観光資源を

有しており、さらに国民的ヒーローであるウルトラマン

を活用した PR戦略を展開している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 3-1-1】須賀川市域変遷   

 

（出所：平成 28年版須賀川市統計より抜粋） 

 

  

 

マスコットキャラクター 

「ボータン」 

（出所：須賀川市 HPより抜粋） 
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（２）位置と地勢 

 

須賀川市は、福島県のほぼ中央に位置し、国道４号を挟んで東西に伸び、市街地は

南北の丘陵地に広がっており、東西 37.9km、南北 16.5km、総面積 279.43km2を有して

いる。西に那須連峰、東に阿武隈高地の山並みに囲まれ、市内中心部には阿武隈川と

釈迦堂川が流れ、豊かな自然と穏やかな気候に恵まれている。 

 また、東北縦貫自動車道や東北新幹線へのアクセスなど高速交通条件にも恵まれて

おり、1993（平成 5）年に開港した福島空港が立地しており、福島県の空の玄関口と

なっている。 

 

【図表 3-1-2】須賀川市全図     

 

 

（出所：須賀川市 HPより抜粋） 

 

  

須賀川市拡大
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（３）人口の推移 

 

人口減少・少子高齢化は全国的な問題であるが、須賀川市においても例外ではない。 

総人口は、1995（平成 7）年から 2005（平成 17）年までは市町村合併の影響もあり、

約 25.0％増加したものの、その後減少に転じ、2015（平成 27）年までの 10年間で約

3.6％の減少となっている。 

また、総人口に占める年齢３区分別人口の割合では、2000（平成 12）年に年少人口

（0～14歳）と老年人口（65歳以上）の構成割合が逆転し、年少人口と生産年齢人口

（15～64歳）は一貫して減少している。一方、老年人口の割合は増加しており、少子

高齢化が進行している。 

生産年齢人口割合を県及び近隣市と比較すると、県及びいずれの地域においても生

産年齢人口割合は減少している。 

 

【図表 3-1-3】市の総人口と構成割合の推移     

 
（出所：1995(H7)年～2015(H27)年国勢調査より作成） 
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【図表 3-1-4】須賀川市人口ピラミッド 

 

（出所：1995(H7)年、2015(H27)年国勢調査より RESAS作成） 

 

【図表 3-1-5】総人口に占める生産年齢人口割合の推移（県及び近隣市との比較） 

 

（出所：1995(H7)年～2015(H27)年国勢調査より作成） 
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【図表 3-1-6】人口動態の推移 

 

（出所：1995(H7)年～2015(H27)国勢調査より RESAS作成） 

（注記：2010年までは年度データ、2011 年以降は年次データ） 
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（４）人口分布 

 

 須賀川市の人口は、東北新幹線及びＪＲ東北本線や国道４号、東北縦貫自動車道が

南北に貫通する須賀川地区と西袋地区に集中しており、須賀川市人口ビジョンによれ

ば、この２地区で人口 39,952人、市人口の 51.1％に達している。 

 

【図表 3-1-7】地区別人口   

 

（出所：須賀川市人口ビジョンより抜粋） 

 

【図表 3-1-8】人口密度分布     

 
（出所：2015（H27）年国勢調査より作成） 
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（５）産業別就業人口 

 

 2015（平成27）年国勢調査による産業別就業人口割合をみると、第１次産業が9.4％、

第２次産業が 31.9％、第３次産業が 58.7％となっている。なお、福島県全体と比較

すると、第３次産業が 3.9ポイント低いが、第１次産業及び第２次産業は県全体より

高い傾向となっている。 

 15歳以上労働力人口は、2005（平成 17）年からの 10年間で 5.0％減少している。

特に第１次産業の減少が大きく、24.7％の減少となっている。2015（平成 27）年の労

働力率（15歳以上人口に占める労働力人口の割合）は、62.6％となっている。 

 

【図表 3-1-9】産業別就業人口割合比較 

  
（出所：2015（H27）年国勢調査より作成） 

 

【図表 3-1-10】須賀川市労働力人口及び産業別就業人口推移 

 

（出所：2005(H17)年～2015(H27)年国勢調査より作成）  
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（６）経済活動 

 

 須賀川市の全産業における事業所数の推移では、東日本大震災の影響から 2012(平

成 24)年に減少したが、2014（平成 26）年にはやや回復し、3,226 事業所となってい

る。 

企業単位の付加価値額（※1）の構成割合では、製造業、医療・福祉、卸売業・小

売業の順に高く、市の代表的な産業となっている。 

 さらに製造業における付加価値額の特化係数（※2）を県内各市と比較すると、須

賀川市の特化係数は 1.5で、二本松市、本宮市に次いで高い。 

 

【図表 3-1-11】事業所数の推移（中通りの近隣市との比較）  

 

（出所：経済センサス‐基礎調査、平成 24年経済センサス‐活動調査より RESAS作成） 

 

  

須賀川市 

郡山市 

3,325 3,006 3,226 

※1 付加価値額とは、企業の生産活動によって新たに生み出された価値のことをいう。経済セン 

サスの集計では、以下の算式を用いて算出される。なお、売上高には、経済センサスで調査し

た経理項目のうち売上げ（収入）金額又は経常収益を用いる。 

 
※2 特化係数とは、域内のある産業の比率を全国の同産業の比率と比較したものをいう。1.0を超

えていれば、当該産業が全国に比べて特化している産業といえる。 

（出所：総務省統計局統計トピックス及び RESASより抜粋して引用） 

 
付加価値額＝売上高－費用総額＋給与総額＋租税公課 
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【図表 3-1-12】企業単位付加価値額 

 

（出所：平成 24年経済センサス‐活動調査より RESAS作成） 

 

【図表 3-1-13】市の産業の付加価値額・事業従事者数及び特化係数（対福島県） 

 

 （出所：須賀川市人口ビジョンより抜粋） 

 

  

須賀川市 

福島県 

全国 
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【図表 3-1-14】製造業における特化係数比較 

 

（出所：平成 24年経済センサス‐活動調査より RESAS作成） 
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３－２．市の財政 

  

（１）歳入 

 

須賀川市の歳入（普通会計決算ベース）では、東日本大震災後の 2012（平成 24）

年度から５年間の推移が以下の図である。震災からの復旧・復興事業に対する国、県

の財源措置により、2014（平成 26）年度まで増加し、2012（平成 24）年度に比べ約

51.0％の伸びとなった。 

2015（平成 27）年度には、減少に転じ、前年度比 21.4％の減となっている。 

歳入に占める自主財源比率においては、2012（平成 24）年度から徐々に減少してい

たが、2016（平成 28）年度には 42.1％に増加している。 

市税については東日本大震災に伴う減免等の影響により、一時的に減収となってい

る。なお、減免分については、震災復興特別交付税により国から補てんされているこ

とから、本来の自主財源が依存財源となっている。 

基金には、財政調整基金、減債基金及び特定目的基金を設けており、計画的な積み

立てを行っている。特に特定目的基金は、市庁舎や市民交流センターの建設事業費に

充てるものとして積み立ててきたものである。 

 

【図表 3-2-1】歳入（決算ベース）及び自主財源比率推移 

 

（出所：「須賀川市財政計画」及び福島県市町村財政課「市町村財政年報」より作成） 
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【図表 3-2-2】市税収入の推移 

 

                  （出所：「須賀川市財政計画」より作成） 

 

【図表 3-2-3】基金の推移 

 

    注記：減債基金は、公債費負担を平準化するための基金で、震災復興関連事業 

の償還や普通交付税の合併算定替特例の段階的縮減への対応に備えてい 

く年度間調整を行う基金であるため、グラフからは除外。   

                （出所：「須賀川市財政計画」より作成）） 
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（２）歳出 

 

須賀川市の歳出（普通会計決算ベース）では、東日本大震災及び東京電力(株)福島

第一原発事故災害に伴う公共施設の災害復旧事業や住宅等除染対策事業などにより

震災後大幅に増加している。 

また、歳出に占める扶助費（※）の割合を見ると、歳出総額の増加により扶助費の

割合は減少していたが、復旧・復興事業の進捗により 2015（平成 27）年度から上昇

に転じ、前年度より 3.6ポイント増となっている。 

 

【図表 3-2-4】歳出（決算ベース）と歳出に占める扶助費割合の推移（近隣市比較） 

 
（出所：「須賀川市財政計画」、福島県市町村財政課「市町村財政年報」、郡山市、白河市各 HP平

成 28年度決算の状況より作成） 
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※ 扶助費とは、社会保障制度の一環として、児童・高齢者・障がい者・生活困窮者などに対して 

国や地方公共団体が行う支援に要する経費 
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（３）財務状況 

 

須賀川市の財務状況について、財政力指数（※1）の推移を近隣市と比較したもの

が【図表 3-2-5】である。なお、2016（平成 28）年度の財政力指数は 0.58 で、年々

わずかずつであるが上昇している。 

また、経常収支比率（※2）の推移を近隣市と比較したものが【図表 3-2-6】である。 

経常収支比率は、2013（平成 25）年度から指標が改善していたが、2016（平成 28）

年度には 89.8％に悪化した。これは、普通交付税の合併算定替特例が段階的縮減とな

った影響や地方消費税交付金の減額等により分母となる数値が減少したためとして

いる。 

なお、須賀川市の健全化判断比率（※3）は、早期健全化基準及び財政再生基準を

下回っている。 

（出所：福島県総務部市町村財政課「県内市町村等の平成 28年度決算に基づく健全化判断比率 

等の概要（確報）」から一部引用） 

  

【図表 3-2-5】財政力指数の推移（近隣市比較） 

 

（出所：福島県市町村財政課 HP 市町村決算の概要より作成） 
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※1 財政力指数とは、地方公共団体の財政力を示す指標。財政力指数が高いほど、普通交付税の算 

定上の留保財源が大きいこととなり、財源に余裕があるといえる。 

※2 経常収支比率とは、地方公共団体の財政構造の弾力性を判断する指標。経常的経費に経常一 

般財源収入がどの程度充当されているかを見るもので、比率が高いほど財政構造の硬直化が 

進んでいることを表す。 

※3 健全化判断比率とは、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき算定・公表さ 

れる指標で、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率からなる。 
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【図表 3-2-6】経常収支比率の推移（近隣市比較） 

 

（出所：福島県市町村財政課 HP 市町村決算の概要より作成） 
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３－３．市の見通し 

  

（１）総合計画改定と施策展開 

  

須賀川市は、現在の「第 7次総合計画」が 2017（平成 29）年度までを計画終期と

しており、2018（平成 30）年度を始期とする「第８次総合計画」を策定した。この中

で、「市民との協働のまちづくり」をさらに発展させ、「あらゆる人に選ばれるまち」

となるための指針として、一層の地域活性化を目指していく。 

2017（平成 29）年度は、指針を実践する主要事業として、市内に在住する５歳児の

保育所・こども園の保育料と幼稚園授業料の無償化に取り組み、これまでの子育て支

援を更に手厚いものにするとともに、結婚新生活支援や若者交流応援などにも力を入

れ、若者にも選ばれるまちづくりを推進している。 

今後、市民の交流拠点となる「市民交流センター（tette）」の整備工事が本格化す

る。市民交流センターには、須賀川市出身でウルトラマンの生みの親である円谷英二

監督の業績を展示する「円谷英二ミュージアム」や市民のコミュニティ情報を発信す

る「コミュニティ FM放送設備」を整備する。また、岩瀬地区に特撮技術の業績を保

存する「須賀川特撮アーカイブセンター」、南部地区には地域の文化と伝承を後世に

継承する「（仮称）文化創造伝承館」を整備するなど、数年にわたる大規模事業が目

白押しとなっている。 

 

 

  

 
市民交流センター設計イメージ（出所：須賀川市 HPより抜粋） 
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（２）将来人口の推計と影響 

 

市の将来人口の推計と影響を分析して 2015（平成 27）年 10月に策定した「須賀川

市人口ビジョン」によると、市は将来人口推計を国立社会保障・人口問題研究所が使

用する方法により３パターンで行い、パターン３の推計値を市の将来人口に関する基

準に設定している。 

直近の 2015（平成 27）年で約 77,000人の人口は、2040年には 67,865人（2015（平 

成 27）年より 11.5％減）、2060 年には 54,917 人（2015（平成 27）年より 28.4％減）

にまで減少すると予測される中で、今後の施策展開により減少幅をできる限り抑制し、

目標を 60,434人と設定している。 

人口減少と少子化が進むことで、将来的には労働人口が減少していくことが予想で 

きる。人手不足による生産性の低下、所得の減少、それらは消費意欲の減退につなが

り、地域経済に大きく影響を及ぼすことが考えられる。 

 所得の減少や地域産業の衰退は地域経済の循環を悪化させ、住民の生活環境の悪化

へと負のスパイラルへ陥ると考えられる。 

  

【図表 3-3-1】市の将来人口推計結果（総人口） 

 
（出所：須賀川市人口ビジョンより抜粋） 
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【図表 3-3-2】年齢 3区分別人口推移（2010（平成 22）年を 100として指数化） 

 

（出所：須賀川市人口ビジョンより抜粋） 

 

【図表 3-3-3】人口減少が経済活動に及ぼす影響 

 

（出所：須賀川市人口ビジョンより抜粋）  
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（３）財政見通しと影響 

 

「須賀川市財政計画」（計画期間：2018（平成 30）年度～2022年度）では、今後の

財政見通しを立てている。持続可能な財政運営を実現するため、歳入の確保と歳出の

抑制を両輪とし、歳入面では、徴収率の向上と自主財源の確保、歳出面では、行政評

価による施策の成果実績に基づいた事業費抑制を柱としている。 

歳入の見通しは、市税全体では減少が見込まれるとしている。また、普通交付税も

段階的に縮減していくと想定しており、2016（平成 28）年度決算額を 100として歳入

見通しを指数化すると、2017（平成 29）年度見込みは 90、2022 年度見込みでは 65

まで減少すると見ている。 

 基金見通しでは、庁舎等整備などの特定目的基金が 2017（平成 29）年度に活用さ

れ、大幅に減額すると考えられており、2016（平成 28）年度末残高を 100とすると

2017（平成 29）年度には 80、2021年度には 37まで減少すると見られている。標準財

政規模の 10％程度確保は維持できるが、基金の目減りが大きい。 

 歳出見通しでは、歳出全体額は、復興事業の減少、人口減少等により減少傾向にな

ると予想されるが、高齢化による社会福祉等の扶助費が増加傾向と考えられている。 

 人口構造の変化、労働人口の減少等による市税の減少等で歳入はますます厳しくな

ると予想され、一方で高齢化による扶助費の社会保障費用の増加、老朽化が進む公共

施設の更新費、維持管理費の増加が予測され、行政サービスの維持、持続可能なまち

づくりのためには、自主財源の確保等による自立した行政経営が求められる。 

 

【図表 3-3-4】歳入見通し 

 
                      （出所：「須賀川市財政計画」より作成） 
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【図表 3-3-5】基金見通し 

 

注記：減債基金は、公債費負担を平準化するための基金で、震災復興関連事業の償還や 

普通交付税の合併算定替特例の段階的縮減への対応に備えていく年度間調整を行 

う基金であるため、グラフからは除外  （出所：「須賀川市財政計画」より作成） 

 

【図表 3-3-6】歳出見通し 

 

                      （出所：「須賀川市財政計画」より作成） 
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第４章 クラウドファンディング等活用事例 

 

４－１．自治体等によるクラウドファンディング活用事例 

 

地方自治体が自らの取組みへの事業費を確保するため、あるいは地域の産業振興を

通じて地域活性化へつなげるため、などの理由によりクラウドファンディングを導入

する事例が出てきている。 

自治体の取組み方としては、大きく２通りに分けることができる。 

自治体がプロジェクト実行者となって CF による資金調達にチャレンジし、事業を

遂行する、あるいは地域のまちづくり活動を支援する「プロジェクト実行型」と、主

に産業振興策として、起業を希望する個人や中小企業等の事業資金調達を支援するた

めに金融機関や商工会議所等関係機関とネットワークをつくって連携してバックア

ップする「後方支援型」である。 

前者のプロジェクト実行型は、多くはガバメントクラウドファンディングと称され、

これには、自治体が直接行う事業、取組みへの資金を調達する場合と、住民との協働

を推進し、地域の非営利団体等の活動資金を助成するに当たって寄附受付の窓口とな

る場合のようなパターンに分けられる。 

それぞれのタイプ別に参考となる取組事例を紹介する。 
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（１）プロジェクト実行型 

 

① 福井県鯖江市 

～市が企画した事業の資金調達と市民が企画した

事業の資金調達支援としてクラウドファンディン 

グを活用～ 

CF サイト概要 

 

 

 

最 近 の 実 績 

開 設：2014（平成 26）年 12月 

タイプ：購入型 

成立要件：All or Nothing方式 

手数料：調達金額の 10％ 

起案数 26件 成功数 26件 

プロジェクト達成率 100％（平均達成率 155％） 

累計調達額 2,838万円 

経 緯  2014（平成 26）年 12月スタート 

 CF事業に参入した理由は、補助金に頼るのではなく、自分で汗

をかいて本気になって欲しい！、市の財源に頼るのではなく、

もっと別の方策があるのでは、ということで、財政課職員が金

融機関と相談し立ち上げた！ 

①市の財源確保 

②市民提案やまちづくりに住民が積極的に参加（補助金依存か

らの脱却） 

③眼鏡、繊維、漆器の３大地場産業をはじめものづくりが盛ん

（新製品開発や異分野への進出支援） 

④資金面から市民の夢の実現を応援（まちの活性化、創業支援） 

 スタート前は、仕組みが理解されず、地域への補助金削減への

懸念からか議会から反対があった。金融機関との連携や職員へ

の研修効果等を説明し、理解を得た経緯がある。 

運 営 体 制  CF運営の事務局を市役所財務政策課に置き、財政係 5名体制で

担当。 
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取 組 効 果  市の職員は CF サイトの運営、市民が企画した事業の支援を通

じて、事業立案能力の向上やヒトを見る目を養うなど、実践の

中での能力向上が期待でき、人材育成にもつながっている。 

 市の予算査定で却下された事業をどうしても実現したかった

若手職員が CF での資金調達にチャレンジし、見事に成功。今

では、市のリーディングプロジェクトに成長しつつある。埋も

れそうな事業を引き出す可能性も持っている。 

 銀行の融資ができないとされた案件をブラッシュアップして

CFで資金調達に成功。事業開始資金を調達できたことで、その

後事業も軌道に乗り、銀行からの融資が受けられ、雇用が生ま

れた事例もある。 

成功のポイント  「その事業は本当に必要か？自分でお金を出せるか？」の視点

で事業を検証する。資金調達に成功しないのは、PR不足ではな

い。 

 自分が汗を流せるか？が一番のポイント！ 

 事業が具体的であること。子育て支援、地域医療の確保のため、

など対象範囲が広すぎて焦点が曖昧にならないこと。 
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行政と金融機関

が運営するメリ

ット 

 広報や PR等が容易で様々な機会を捉えて PRできる。→広報費

用を抑えることができる。 

 行政、金融機関という社会的に信用がある機関が運営すること

で、プロジェクト実行者、支援者双方において安心感が生まれ

る。 

 人員を増やさず運営業務を行っており、中長期にわたって安定

的に運営していける。 

 金融機関のアンテナを活用して新技術、新製品開発等事業の掘

り起こしが期待できる。官・民・金の連携が図れる。 

 金融機関のグループ会社の全面協力が得られ、HP作成等の業務

負担が低減されている。 

 社会貢献活動の一環として金融機関のイメージアップにつな

がっている。 

 職員の働く姿勢も積極的になり好影響が出ている。 

担 当 FAAVOさばえ CFサイト：https://faavo.jp/sabae/ 

サイト地域オーナー：福井県鯖江市 

所在地：福井県鯖江市西山町 13-1（市役所本館 3階） 

電話：0778－53－2220（財務政策課） 

鯖江市 HP：https://www.city.sabae.fukui.jp/index.html 

（出所：マッセ OSAKA 主催「クラウドファンディングによる地域活性化研究会」公開講 

座(H29.6.22)にて福井県鯖江市提供資料、FAAVOさばえ CFサイトより抜粋、作成） 

 

 

  

https://faavo.jp/sabae/
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② 東京都墨田区 

すみだの夢応援助成事業 

 

 

 

 

事 業 主 体 墨田区 

C F サ イ ト 「ふるさとチョイス」ガバメントクラウドファンディング 

目   的  東京 2020オリンピック・パラリンピックに向けた地域活性化プ

ロジェクトとして、文化芸術活動による地域力の向上 

事 業 概 要  従来は、市民活動への寄附金を受け入れる「すみだの力応援基

金」を財源として審査により決定した団体へ活動資金を助成し

ていた。 

 2017（平成 29）年度は、「新規性のある意欲的なプロジェクト」

や「社会的に意義の高いコミュニティビジネス」として審査に

より決定した助成団体が墨田区のふるさと納税を活用したガバ

メントクラウドファンディングによる資金調達にチャレンジ

し、集まった寄附金を助成金として交付される。 

 CFサイトへの掲載にかかる費用は、区が負担する。 

 CFによる資金調達を成功させるために各団体は自ら広報活動や

返礼品の提供を実施する。 

プロジェクト成立要件  All in 方式 

助成金交付ま

で の フ ロ ー 
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実 績 2017（平成 29）年度の助成団体 7団体 

目標額達成済 2件(うち１件は期間延長して募集継続) 

（調達額、達成率は 2017.12.01現在） 

事業内容 主な資金使途 
目標額 

（円） 

募集（調達）期間

（日） 
調達額（円） 

達成率

（％） 

江戸野菜の栽培復活

と交流の場としてま

ちなか農園をつくる 

たもんじ交流農

園の建設事業費 
1,000,000 

180 

ストレッ

チゴール

挑戦中 

1,185,000 118.5 

新日本フィルハーモ

ニー交響楽団による

音楽公演 

演奏会チケット

代、広報活動、

街角での演奏活

動費 

20,000,000 
180 

募集中 
7,680,000 38.4 

江戸百鬼夜行をテー

マとしたハロウィン

イベント開催 

企画運営、綱引

き大会やパレー

ド実施費用 

1,500,000 
115 

終了 
1,544,000 102.9 

北斎作品をテーマに

したモザイクアート

を創作 

アート制作費用 4,670,000 
180 

募集中 

1,258,000 

 
26.9 

専門家を講師に招い

て文化と芸術に特化

した特別授業を行う 

講師招待費、授

業開催経費 
1,000,000 

180 

募集中 
380,000 38.0 

すみだ歌舞伎の公演 

歌舞伎公演の出

演者人件費、広

報活動費 

7,988,000 
128 

終了 
5,000 0.1 

子ども達が日本の伝

統文化の体感、礼儀作

法やマナーを習得 

講師招待費、材

料費 
2,958,000 

180 

募集中 
655,000 22.1 

担 当 プロジェクトオーナー：東京都墨田区 

所在地：墨田区吾妻橋一丁目 23－20（区役所 14階） 

電話：03－5608－3661（地域活動推進課） 

墨田区 HP：http://www.city.sumida.lg.jp/index.html 

 （出所：ふるさとチョイス HP、墨田区 HPより抜粋、作成） 
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③ 長野県みらい基金 

長野県みらいベース 

～NPO 等公共的活動団体を応援するオンライン寄附サイト～ 

 

 

運 営 主 体 特定非営利活動法人 長野県みらい基金 

目 的  社会貢献事業を行う NPO法人等の財政基盤を強化するため、寄

附の手段を中心とした新しい社会の仕組みづくりと、NPO 等自

身の事業遂行力の向上を目指すことにより、自治力ある持続可

能な市民社会の構築に資する。 

経 緯  長野県では、県の「みらい」を創るためには、行政・企業に続

く第３セクターとして、NPO 法人等の公共的活動団体が重要な

役割を果たすと考える。 

 しかし、これら非営利組織が継続的かつ安定的な活動を行うに

あたっては、人材不足と資金調達が大きな課題となっていた。 

 このため、資金調達面の支援策として、寄附を通じて県民が公

共的活動団体の活動の支え手となり、寄附を受けた公共的活動

団体は県民のよりよい暮らしを支えていく、という相互に支え

あう仕組みをつくることとした。 

基金の仕組み 

 

•応援したい事業を指定して寄附

事業指定プログラム

•代表的な公共的活動団体に寄附

団体指定プログラム

•寄附者（企業・個人）の名前を冠した助成プログラム

冠寄附プログラム

•特定の事業や団体ではなく、地域や分野を指定して寄附

地域・分野指定プログラム
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助成までの流れ 

（事業指定プロ

グラム、団体指

定プログラムの

場合） 

 

助成成立要件 

 

団体登録申請

要件：長野県内を拠点
とした公共的活動を行
う団体（任意団体も

可）等

長野県みらい基金によ
る審査

団体登録

有効期間：3年度

登録手数料：2,000円

長野県みらいベースへ
掲載（4つの助成プログ
ラムから選択、重複も

可）

プログラムオフィサー
によるサポート

資金調達開始

事業の着手は、原則資
金獲得後

期限内に目標金額達成
団体へ助成

運営手数料：20％
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助成団体の活動分野 

 

寄附受け入れ 

フ ロ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄 附 実 績 

 

 

長野県みらいベース 
ふるさと信州寄付金

（ふるさと納税） 

応援したい目的や事業が

決まっている 

寄附したい！ 

県内の活動を応援したい！ 

公共的活動を応援したい、また

は寄附の使途は県に一任でよい 

①子どもの健

全育成 

②福祉 

③まちづくり 

の順に多い 
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ポ イ ン ト  「個」が重視され、他人とのつながりやお互い様の気遣いが薄

れがちな現代社会の中で、寄附文化の定着を目標に、着実に実

績を上げている。 

 県内の公共的活動団体を寄附対象にしていることから、寄附者

も主に県民や県内企業であり総数に限りがあること、また、ふ

るさと納税と異なり返礼品というインセンティブがない中で

も、寄附実績が伸びている。 

 県内企業や団体等から行政への寄附行為は、従来から行われて

おり、みらい基金の設立により寄附の受け入れ体制を整理し、

使い方使われ方がわかりやすい仕組みを構築している。 

 実績が順調に伸びてきた要因として、みらい基金の活動が県内

に認知されてきたこと、CSR（企業の社会的責任）を重視する

企業による冠寄附プ

ログラムが増えてい

ること、また、直近で

は県立こども病院に

よるドクターカー更

新費の募集が県内外

から大きな反響を呼

んでいること、などが

考えられる。 

 なお、県立こども病院

のドクターカー更新費用は、みらいベースによる募集と並行し

て、CF(CFサイト：Readyfor)も実施し、2,500万円以上を獲得

してプロジェクトが成立している。（2017（H29）年 4月 20 日） 

 サンプロ建築設計が支援する冠寄附プログラム「おひさま基

金」は、外部審査委員会が決定した助成金交付先団体について、

自社で家の新築、改築等を契約したお客様に投票権を付与し、

お客様は交付先団体の中から応援したい団体へ投票、その得票

数で助成額を按分する、という仕組みを構築している。 

CSR 活動に自社事業のお客様にも参加してもらうことにより、

より効果的な PRにつながっている。 
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課 題  みらい基金は、県が構築した公共的活動の資金調達の仕組みで

あるが、県が主体的に受け入れるふるさと納税「ふるさと信州

寄附金」がある。ふるさと納税には、返礼品の充実、税控除額

の優遇措置や給与所得者の手続き簡略化等のインセンティブ

があり、みらいベースと競合してしまう。 

 また、新たな資金調達手法としての CF も急速に市場を拡大し

ており、脅威となり得る。 

 運営母体の長野県みらい基金自身も公共的活動団体を支援す

る活動を持続し、拡大していくための安定的な資金調達が必要

である。 

担 当 みらいベースサイト：http://www.mirai-kikin.or.jp/ 

サイト運営者 認定ＮＰＯ法人長野県みらい基金 

所在地：長野県長野市大字南長野字幅下 692－2（長野県庁東庁舎 1 階）  

電話：026-217-2220 

注記：長野県みらいベース HP、長野県みらいベース資料で使用される「寄付」の記載について、 

本報告書では、「寄附」で統一しています。 

 （出所：長野県みらいベース HP、長野県みらいベース提供資料） 

  

お客様 

投票権 

得票数による配分額を助成 

支援したい団体へ投票 
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（２）後方支援型 

 

①  福島県 

チャレンジ！ふくしま創生プロジェクト 

『ふくしま復興・創生ファンド』 

 

～県内中小企業等の事業資金確保を応援す

るオンラインサイト～ 

 

事業実施主体 県 

目 的  県の復興・創生を進めるうえで産業振興は不可欠であるため、

県内の特色ある産品等の販路開拓や売上げ向上、交流人口の拡

大等を促進し、事業活動の活発化を図る必要がある。 

このため、県内の意欲ある事業者が新たな取組みに挑戦するた

めの資金確保や手軽に市場にアクセスできる環境作りが課題

と考え、CFの活用を通じて支援する。 

サイト運営主体  「セキュリテ」:投資型（ファンド型） 

ミュージックセキュリティーズ（株）による運営 

 「MOTTAINAIもっと」：購入型 

伊藤忠商事（株）及びミュージックセキュリティーズ（株） 

による共同運営  

サイト運営主体

の 選 定 方 法 

 企画提案型公募によりサイト運営主体を選定し、委託契約を締

結（2017（平成 29）年度委託予算 17,052千円） 

運 営 体 制  

 

 

      

 

 

 

 

           

プロジェクト 

成 立 要 件 

 ファンド型には成立要件なし 

 購入型は、All or Nothing方式 

  

審査決定 

申請 コンサルティング 
調達資金支払い 

出資 

助言 

委託 
県 

プロジェクト実行者（県内事業者） 

ＣＦサイト運営者 

出資者 

県内金融機関

や商工団体等 
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実    績  2016（平成 28）年度実施分（2017年 2月～）（2017.12.4 現在） 

ファンド型 受付中 1件 プロジェクト成立 7件 中止 1件 

      調整中 1件 

      調達額合計 13,610,000円  

購入型 プロジェクト成立 4件 不成立 4件 

       調達額合計  3,748,300円 

ファンド型 

 

事業内容 主な資金使途 
募集総額 

（円） 

参加人数

（人） 
ファンド状況 

貯水池などの水底の土砂などの

放射線測定に特化した新しい測

定器の製造 

新製品の製造費

用 
1,560,000 28 運用中 

自動車に設置し、高速走行しな

がら高精度に放射線を測定する

新しい測定器の製造 

新製品の製造費

用 
1,560,000 26 運用中 

水稲栽培農家による福島県奨励

品種「天のつぶ」の生産 

米のプロモーシ

ョン、ギフト開

発、肥料調達費用 

1,040,000 42 運用中 

無添加・無農薬にこだわった安

心安全なお菓子づくりの事業拡

大 

増員スタッフの

人件費、広報費用 
3,000,000 111 運用中 

福島県産の料理別専用米の生産 
原材料費、販売促

進費用 
3,180,000 40 

受付中

（2018 年 1 月 31 日まで） 

足の悩みに応えるインソールを

使用したコンフォートシューズ

販売の事業拡大 

直営店舗拡大に

かる人件費 
1,740,000 44 運用中 

ガラスアクセサリーを製作する

ガラス職人の雇用、技術習得 

職人の研修、人件

費 
1,220,000 52 運用中 

会津木綿の製造を染色から織り

まで一貫生産する体制確立 

染色設備の改修、

購入費用 
3,150,000 83 受付終了 
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購入型 

 

事業内容 主な資金使途 
目標額 

（円） 

募集（調達）期間

（日） 

調達額

（円） 

達成率

（％） 

手作りキット型の切

り絵アート「木はり

絵」の新図案開発 

新しい図案の商品化 1,000,000 3ヶ月 174,800 17 

地元産材を使用した

精巧な木製レプリカ

銃の製造 

製品の製造 500,000 3ヶ月 547,000 109 

メープルサップ入り

のメープルウルトラ

マンサイダーの製造 

商品の製造 800,000 3ヶ月 480,000 60 

ハワイアンジュエリ

ーの製造 
商品の製造 300,000 3ヶ月 10,000 3 

施設加温促成栽培等

新技術（ハウス栽培）

による桃の生産 

桃の生産販売 1,000,000 3ヶ月 30,000 3 

会津の可月亭庭園の

ＰＲと美術館開館 

庭園の維持管理、美

術館開館 
800,000 3ヶ月 824,000 103 

会津野鍛冶がつくる

姫鍬（ひめくわ）の製

造 

姫鍬ブランドの農具

製造 
300,000 3ヶ月 387,000 129 

伊達ニットの製品ブ

ランド「ラニット」の

製造 

ニット製品を道行く

人に着てもらって写

真を撮る「ゲリラフ

ォトシューティン

グ」の実施と写真集

作成 

1,200,000 3ヶ月 1,295,500 108 

（2017.12.4現在） 

効  果 

今 後 の 展 開 

 新たな取組みに挑戦する事業者の資金調達を支援する面で効

果があったほか、全国の固定ファンづくりといった販路開拓の

支援面でも効果があった。 

また、こうした取組みを通して復興・創生に挑戦する福島県の

現状を全国に発信することができた。 

 本事業は、2017（平成 29）年度も継続して実施している。関

係機関と協力し、県内の意欲的な取組みの発掘に努めていく。 
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担  当 チャレンジふくしま創生プロジェクト： 

https://www.securite.jp/fukushimaken/ 

福島県産業創出課 電話：024-521-7283  

HP：https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021b/challenge-fund.html 

（出所：福島県 HP「チャレンジ！ふくしま創生プロジェクト」、セキュリテ HPより抜粋、作成） 

 

 

② いわき市 

創業者支援事業 

事業実施主体 いわき市 

概  要  市内での創業を支援するため、関係機関によるネットワークを

つくり、事業開始までのスピードアップ、地域密着型クラウド

ファンディング、事業計画へのアドバイス等を実施。創業に向

けての相談からビジネスが軌道に乗るまで切れ目ない支援を

展開する。 

ネットワーク 

連 携 機 関 

 いわき市、いわき商工会議所、いわき地区商工会広域連携協議

会、いわきリエゾンオフィス企業組合、NPO 法人 TATAKIAGE 

Japan、mizDesign(株)（KickOFF）、（公社）いわき産学官ネッ

トワーク協会、日本政策金融公庫いわき支店、東邦銀行、福島

銀行、ひまわり信用金庫、いわき信用組合 

 

https://www.securite.jp/fukushimaken/
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事 業 予 算 2017（平成 29）年度 4,258千円 

いわき産学官ネットワーク協会への事業委託 

利 用 で き る 

C F サ イ ト 

 KickOFF：(株)キックオフ（mizDegsign(株)）が運営する CF

サイト

 CHALLENGE STAR：一般社団法人 MAKOTOが運営する CFサイト

福島銀行と業務提携

 FAAVO磐城国：いわき信用組合が地域オーナーとして運営する

CFサイト

 Readyfor：READYFOR(株)が運営する CF サイト。ひまわり信用

金庫を始め、福島県内の 5信用金庫と業務提携

プロジェクト 

成 立 要 件 

 KickOFF：購入型

達成サポート方式(All or Nothing)、即時サポート 

方式（All in）を選択可能 

 CHALLENGE STAR：購入型

チャレンジ方式(All or Nothing)、又はサポート方

式（All in）を選択可能

 FAAVO磐城国：寄附型または購入型

All in方式も選択可能 

 Readyfor：購入型

All or Nothing方式 

CF活用ポイント  起業を考えている人、事業拡大を考えている人、資金調達した

い事業者など、課題に応じて各機関へ相談。各窓口では、相談

内容に応じて適切な支援先へつなぐ。窓口には、いわき産学官

ネットワーク協会のインキュベーションマネジャー２名（中小

企業診断士）のほか、各金融機関の創業支援担当者等。

 いわき産学官ネットワーク協会では複数回にわたる創業支援

セミナーを開催。当該セミナーの受講は、国の補助金申請要件

にもなっている。毎年度 20名程度参加。

 NPO法人 TATAKIAGE Japanは、「浜
は ま

魂
こ ん

」としてビジネス構想を

プレゼンして参加者（市内の経営者や青年会議所等）とブレー

ンストーミング形式で構想を具体化していく場を開催。この浜

魂を通してブラッシュアップされた事業計画を CF により資金

調達し、事業実施へとつなげていく。浜魂でのプレゼンにより

事業への応援意識が芽生えており、その後の CF も成功しやす

くなる。2016（平成 28）年度は月 1回ペースで開催、2017（平

成 29）年度は 2ヶ月に 1回ペースで開催している。
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実 績 事業年度 2014（平成 26）年度～2018（平成 30）年度 

 プロジェクト創出イベント「浜魂」参加者が民間企業の CF で

目標を達成した件数 5件 

資金調達額合計 4,278,200円 

 金融機関によるクラウドファンディングの目標達成 4件 

資金調達額合計 3,755,000円 

（2015年 3月 27日時点累計） 

効 果 

今 後 の 展 開 

 事業アイデアの着想からプロジェクト創出イベント参加によ

る事業計画のブラッシュアップ、資金調達までのスピードアッ

プが図られた。 

 創業支援の枠組みを拡大していくこと、プレーヤーを増やして

いくことが重要と考えている。 

 一般社団法人ふくしまチャレンジはじめっぺが主催する「ふく

しま復興塾」など市外へのネットワーク拡大も視野に。 

担  当 いわき市産業振興部産業創出課 電話：0246－22－1126 

HP:http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1477443205554/index.html 

（出所：総務省「地域の元気創造プラットフォーム」HP、いわき市産業創出課 HP、KickOFF 

福島 HP、CHALLENGE STAR HP、FAAVO磐城国 HPより抜粋、作成） 

 
  

http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1477443205554/index.html
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４－２．クラウドファンディング以外の資金調達手法 

 

景気に左右されやすい税収や国からの補助金に過度に依存せず、自立できる自治体

経営を推進するため、地方自治体は様々な手法で、外部資金の活用に取り組んでいる。 

例えば、ホールやグラウンドなどの公共施設、道路や歩道橋などインフラ施設の維

持管理費等に充てる目的で企業に命名権を付与するネーミングライツ、自治体の広報

誌やホームページに企業名称等を掲載する広告料収入、空港や水道事業などの運営権

を売却するコンセッション方式をはじめとする PPP／PFI等の取組みが進んでいる。 

最近では、個人を対象にしたふるさと納税による自治体への寄附が広く認知され、

自治体にとっては貴重な自主財源確保が期待できるとして、多くの自治体で魅力ある

返礼品の充実などに力を入れて取り組んでいる。 

この項では、民間資金の活用や自主財源を増やす方策とされる事例から、比較的新

しい制度や全国的な広がりが注目される手法を中心に考察する。 

 

（１）地方創生応援税制（企業版ふるさと納税） 

 

  2016（平成 28）年度に創設された地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）は、

国が地域再生法に基づき認定した地方自治体の「まち・ひと・しごと創生寄附活用

事業」に対し、企業が寄附を行った場合に、寄附額の３割を追加で当該企業の法人

関係の税から税額控除される制度である。 

これまでも国や地方公共団体へ寄附をした場合、企業は全額を損金算入でき、寄

附額の約３割の税軽減効果を受けられていたが、地方創生応援税制による税額控除

が追加され、従来の２倍の税軽減効果を受けることができ、寄附による地域貢献を

果たす企業にとって大きなメリットとなっている。 

 

【図表 4-2-1】税軽減効果イメージ 

 

（出所：内閣府 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）活用の手引きより抜粋） 
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ただし、当該制度を活用して企業から寄附を受けるには一定の要件がある。 
① 寄附の代償として経済的な利益を与えてはならないこと 
② 自社の本社が所在する地方公共団体への寄附は制度の対象外となること 
③ 地方交付税の不交付団体である都道府県及び地方交付税の不交付団体かつ 
全域が地方拠点強化税制の支援対象外地域とされている市町村は制度の対象 
外であること 

④ 1 回当たり 10 万円以上の寄附が対象となること 
⑤ 寄附の払込みは、事業を実施し、その年度の事業費が確定した後であること。 
また、確定した事業費を超える寄附は受けられないこと 

 
  2017（平成 29）年 12 月時点で、これまで５回実施された地域再生計画の認定に

より、累計 387事業、事業費ベースで総額約 1,064億円の事業が企業からの寄附を

活用して地域創生を推進している。  

  また、現在のところ当該制度を活用できる事業は、2019（平成 31）年度までとな

っており、制度の活用を検討するに当たっては、早期に取り組む必要がある。 

 

【図表 4-2-2】県内の地域再生計画認定状況（2017年 12月末現在）   
 

自治体名 認定時期 認定事業 事業概要 事業費（千円） 

福島県 H29.3 
只見線活用による 

奥会津振興事業 

ＪＲ只見線を活用したモニ

ターツアー、企画列車、新た

な観光コンテンツ発掘等 

92,998 

福島県 H28.11 

新生Ｊヴィレッジによる

地方創生推進 

プロジェクト 

サッカーの全天候型練習場

施設の整備 
2,190,000 

いわき市 H29.3 

いわき市未来につなぐ 

人財応援事業 

（奨学金返還支援事業） 

奨学金返還を支援するため

の基金造成 
230,400 

いわき市 H29.3 
いわきツーリズム 

魅力発信事業 

いわきツーリズムモニター

実施、ハイシーズン周遊シャ

トルバスの運行 

30,000 

喜多方市 H29.3 
ものづくり企業等経営基

盤強化支援プロジェクト 

製造業の生産性、収益性を向

上するための助成 
26,319 

喜多方市 H28.8 
喜多方田舎暮らし支援 

プロジェクト 

移住体験住宅の設置、お試し

移住の実施 
23,006 

相馬市 H29.3 
相馬市子育て・教育環境 

充実プロジェクト 

子ども向け音楽指導教室、音

楽鑑賞教室、子ども音楽祭の

開催 

113,229 

浪江町 H28.11 
憩いのエリア再生 

プロジェクト 

宿泊施設・レクリエーション

施設の整備 
280,000 
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（２）法定外税 

 

 法定外税とは、地方公共団体が地方税法に定める税目（法定税）以外に、条例によ

り税目を新設される税で、法定外普通税（使途を特定せず一般経費に充てるために課

される税）と法定外目的税（特定の費用に充てるために課される税）とがある。  

2000（平成 12）年 4月の地方分権一括法による地方税法の改正により、法定外普通

税の許可制が同意を要する協議制に改められ、同時に法定外目的税が新たに創設され

た。 

さらに 2004（平成 16）年度税制改正により、既存の法定外税について、税率の引

き下げ、廃止、課税期間の短縮を行う場合には総務大臣の協議・同意の手続きが不要

となったこと、特定の納税義務者（※）にかかる税収割合が高い場合には、条例制定

前に議会でその納税者の意見を聴取する制度が創設され、地方自治体の課税自主権が

確立された。 

 

【図表 4-2-3】法定外税新設等の手続き 

 
（出所：総務省「地方税の概要」HP より抜粋） 

 

2017（平成 29）年 4月 1日現在、法定外普通税は都道府県及び市町村併せて 19件、

法定外目的税は、同 39 件あり、2015（平成 27）年度決算額で税収総額は 517 億円に

のぼっている。これは、地方税収額全体から見ると 0.13％に過ぎないが、特に法定外

目的税新設の動きが高まっている。2002（平成 14）年より東京都のみで課されてきた

宿泊税は、2017（平成 29）年 1月より大阪府で導入されている。海外からの観光客（イ

ンバウンド）急増に対応する環境整備のため、京都市でも施行が決定し、石川県金沢

市、静岡県熱海市、長野県白馬村なども検討を始めるとされ、今後導入する自治体が

広がっていくことも考えられる。 

 

 

 

  

※ 特定納税義務者とは、法定外税の納税額が、全納税者の納税額総額の 10分の 1を継続的に超え 

ると見込まれる者として、以下２つの要件のどちらも満たすと見込まれる者をいう。 

①  条例施行後５年間の合計で、当該納税義務者にかかる納税額がその法定外税の納税額総額

の１/10 を超える見込があること 

②  当該納税義務者にかかる納税額が、その法定外税の納税額総額の 1/10を超える年が、条例 
施行後５年間のうち３年以上あると見込まれること 
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なお、現在県内自治体が課している法定外税は、福島県が最終処分場への産業廃棄

物の搬入に課している産業廃棄物税（法定外目的税）のみとなっている。 

また、地方税法による目的税においても、大阪市が 2018（平成 30）年 10月から入

湯税の導入を決め、大分県別府市では税額を上乗せする超過課税に向けて検討すると

いった動きも出始めている。 

 

【図表 4-2-4】法定外税（市町村が課している税）の実施状況 

 

（出所：総務省「地方税の概要」HPより作成） 

法
定
外
普
通
税

市
町
村

別荘等所有税

（別荘等の所有）
熱海市（静岡県）

砂利採取税

（岩石及び砂利の採取）
山北町（神奈川県）

歴史と文化の環境税

（有料駐車場に駐車する行為）
太宰府市（福岡県）

使用済核燃料税

（使用済核燃料の貯蔵）
薩摩川内市（鹿児島県）

狭小住戸集合住宅税

（狭小住戸（専用面積30㎡未満の住
戸）を有する集合住宅の建築等）

豊島区（東京都）

空港連絡橋利用税

（関西国際空港連絡橋を自動車で通行
して空港を利用する行為）

泉佐野市（大阪府）

法
定
外
目
的
税

市
町
村

山砂利採取税

（山砂利の採取）
城陽市（京都府）

遊漁税

（河口湖での遊漁行為）
富士河口湖町（山梨県）

環境未来税

（最終処分場において行われ
る産業廃棄物の埋立処分）

北九州市（福岡県）

使用済核燃料税

（使用済核燃料の貯蔵や保管）
柏崎市（新潟県）、玄海町（佐賀県）

環境協力税

（旅客船、飛行機等により村へ
入域する行為）

伊是名村、伊平屋村、渡嘉敷村（沖縄県）

開発事業等緑化負担税

（事業として行う開発行為等）
箕面市（大阪府）
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（３）市民活動支援制度（1％支援制度） 

 

 1％支援制度とは、2005（平成 17）年度に千葉県市川市が初めて導入した市民活動

支援制度の通称で、住民が選んで届け出た市民活動団体に対して、納税者の前年度個

人住民税の 1％相当額を市が補助金として交付する制度である。 

住民に税の使い道や NPO法人、ボランティア団体等の活動への関心を高めてもらう

ことを目的に、当該制度は他の自治体へ波及し、現在愛知県一宮市、大分県大分市、

大阪府和泉市などで継続されている。 

1人当たりの支援額は、徴収した個人市民税の 1％を選択権のある 18歳以上の人口

で割って算出されることにより、毎年度変動するのが一般的で、導入自治体の状況を

見ると、1人当たり 500円～600円程度のようである。 

18歳以上人口に対する届出率は、愛知県一宮市では 12.4％で、制度が始まった 2008

（平成 20）年度から 10％程度で推移しているようである。地域課題の解決に向けて

様々な活動を行う市民団体があり、活動への期待度を住民の選択に委ねることで、住

民の思いを直接反映し、また市民活動団体にとってはリアルに期待の大きさを実感し、

活動の必要性を図ることができる仕組みとなっている。 

市川市は、制度経過後10年を機に見直しにより新たな支援制度に移行しているが、

住民が直接応援したい市民活動を選択し、つまり多くの住民が求める活動団体に多く

の支援金が集まる、といった仕組みは CF とも共通する点があり、市民活動支援の一

つと言えそうである。 

 

【図表 4-2-5】市民活動支援制度の流れ 

  

（出所：愛知県一宮市 HP 市民が選ぶ市民活動支援制度より抜粋） 
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第５章 今後の活用方向 

５－１．須賀川市における活用の方向性 

これまで述べてきたように、CFは、取引実績による信用力が乏しく、金融機関等か

らの融資が困難とされるベンチャー企業やスタートアップ企業等にとって有効な資

金調達方法として急速に拡大してきた。 

一方で自治体の事業資金への導入や市民団体の活動支援等、地域振興やまちづくり

への活用は、まだ緒に就いたばかりといえる。地域活性化を推進する取組みは、その

効用が地域に即したものであることが多く、まちに関わりのないヒトや遠方からの支

援を募るという CFの利点が生かしにくい部分はあるかもしれない。 

しかし、取組みに賛同して支援者を得ることができれば、熱心なファンとなってく

れる期待も大きく、なにより自治体の取組みを広く知ってもらうツールとしての機能

は、大いに活用していきたい。 

近年、「定住人口」、「交流人口」に加えて第三の「関係人口」を増やすことで地域

を活性化しようという動きも活発になっており、地域に行けなくてもゆかりのある地

域に何らかの貢献をしたいと考える「関係人口」を CF により増加させることも可能

ではないかと考える。 

また、市からの補助金・助成金を頼りにしていた事業や活動分野に CF を導入する

ことにより、より多くの支援を獲得するために何をすべきかなど事業者や団体等が本

気になって考え、事業の PR方法や活動内容を見直し、より消費者のニーズに合った、

或いは地域の課題に根ざした活動へと切磋琢磨していくことにより活動の自立へ向

けた意識の変化を促すことにもつながるかもしれない。 

ほかにも次ページで示したように、CFを活用することにより、市民自治・市民協働、

観光振興・交流促進、産業振興など多岐にわたって直接的または間接的に地域活性化

への効果が期待され、さらに市の関わり方によって職員の人材育成、行政負担の軽減

など効率的・効果的な行政運営に資することも期待できるのではないかと考える。 

この章では、須賀川市が今後 CF を導入し、活用していくに当たって、市の関わり

方から考えられる活用方法や参考事例を模索していく。 
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資料編（P89）拡大版掲載 
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（１）市がプレーヤーとなる

  市が CF のプロジェクト実行者となり、市の事業を実施するための資金を調達す

る。 

地方自治体がプロジェクト実行者となる場合は、金銭や商品のリターンが困難で

あることが多く、原則として寄附型の CFに取り組むこととなる。寄附型とはいえ、

リターン品が全くない完全寄附、或いは礼状のみという事例は少なくなっており、

自治体のオリジナル品や限定サービスの提供など特別感を持たせる工夫がやはり

必要である。

留意すべき点として、やみくもに市の事業を列挙して寄附を募るのではなく、市

が理念とするまちづくりと直結するような、理想とする姿をイメージしやすい事業、

より多くの人から共感を呼べる事業、特に力を入れたい施策等に焦点を絞って実施

することが望ましい。 

市がプレーヤーとして CFを活用する場合の主なメリットを確認しておく。 

【図表 5-1-2】市の事業に CFを活用する主なメリット 

（出所：（公財）都市計画協会「クラウドファンディングを活用したまちづくり入門」より

一部引用、作成） 

必要な資金確保

•新たな資金調達
手法

•工夫次第でより
多くの資金調達
が期待でき、事
業の幅も広がる
可能性あり

•事業実施のモチ
ベーションアッ
プ

情報発信・PR

•インターネット
を活用してプロ
ジェクト自体を
広く社会にアピ
ールでき、地域
の人々を巻き込
みやすい

•ニュース性の高
いユニークな、
あるいは社会貢
献度の高い事業
などは、パブリ
シティをうまく
展開して高い広
報効果も期待

顧客・ファンづ
くり

•情報発信・PRに
より、事業の実
施前から顧客づ
くり、ファンづ
くりを進めるこ
とができる

ニーズ把握

•その事業がどの
程度地域や社会
から求められて
いるのかをマー
ケティングする
ことができる

•多くの賛同・支
援が得られるこ
とはそれだけ事
業に対するニー
ズの高さ、実施
意義の大きさの
証しともなる
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① 既存の CFサイトを活用する

CF仲介を業とするサイト運営事業者との契約により、市がプロジェクト実行者と

して CFにチャレンジする。 

自治体がプロジェクト実行者となる最初の事例となったのは、神奈川県鎌倉市の

「かまくら想いプロジェクト」である。鎌倉市観光商工課は、鎌倉を訪れる観光客

のために楽しく分かりやすい観光ルート板を設置するため、CFサイト「JAPANGIVING」

で 100万円の資金調達に成功した。リターンとして、設置する観光ルート板に寄附

者の名前が刻まれるというプレミア感が多くの人を引きつけたと推測される。 

現在の主流は、ガバメントクラウドファンディングとしてふるさと納税の仕組み

を利用することで、返礼品を受け取れるだけでなく自治体への寄附として支援者は

税の特例措置が受けられるものである。福島県内の自治体でも、2017（平成 29）年

度に伊達市や昭和村などで活用が始まっている。 

須賀川市においてもふるさと納税の受入れ体制はできており、この仕組みに具体

的な活用事業を新たに掲載することですぐにでも取り組むことができ、CF活用の第

一歩としても、着手しやすいものと考える。 

② 市が CFサイトを直接的または間接的に運営する

福井県鯖江市が運営する FAAVO さばえ（第４章 4-1 P46～参照）のように地方自

治体が CF サイトを運営し、自主事業に CF を導入することが可能となっている。

FAAVOのように地域オーナーに運営を託すCFサイトの地域オーナーとなる方法もあ

るが、須賀川市においては、市内に拠点を置く FAAVO福島があり、これを活用した

須賀川市専用ページの開設など、間接的な運営方法も考えられる。 

③ プロジェクト実行までの流れ

市がプレーヤーとして CF を活用する流れは、次ページ【図表 5-1-3】のとおり、

大きく 6つのステップが考えられる。 

各ステップにおけるポイントを参考に、入念な事業計画を練ること、より多くの

共感を得るためのストーリー作り、PR戦略をしっかり構築することが重要である。 
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事業計画・資
金計画を立て

る

•実施する「まちづくり」の内容を整理し、具体的なビジョンを立てる

•共感が得られる、誰にでも分かりやすいストーリーとして事業を組み立て
る

•安定して資金を調達するため、複数の資金調達方法を検討する

CF活用に向け
た準備をする

•事業全体に必要な経費を算出、CFでどの程度資金を調達する必要があるの
かをシミュレーション

•事前に賛同者を一定数確保しておく

•支援者になってくれそうなターゲット層を想定しておく

•広報・PRを行うための人員体制をつくり、PR方法を検討する

仲介事業者を
選ぶ

•プロジェクトの内容に適した事業者を選択する

•事業者の得意ジャンルや特徴、手数料及びサポート内容を確認

•自治体の事業は原則寄附型を扱っている事業者となる

•寄附型の資金調達手法の多くはAll in 方式が選択できる

目標額やリワ
ードを設定し、
Webページを作

成する

•応援したいと思わせる仕掛けをつくる

•写真やイラストなどを交え端的にプロジェクトにかける熱い思いを伝える

•事業に必要な経費、資金の使い道を明示する

•地元の産品や事業に深く関わる参加権、資金を提供した証明となる銘板設
置など魅力的なリターンを設定する

募集中は広
報・PRに努め

る

•SNSツールの積極的活用

•口コミ・チラシ・イベント実施等の従来のPRツールも併用

•事前に確保した賛同者にPR協力依頼

•継続的な情報発信

（目標額を達
成したら）リ
ワードの提供、
アフターフォ
ローを行う

•達成時点での感謝の表明、募集期間終了後の速やかなリターンの提供

•CF活用を通してできた支援者とのつながりを大切にする

【図表 5-1-3】CF活用のステップとポイント 

 

（出所：（公財）都市計画協会「クラウドファンディングを活用したまちづくり入門を参考に

作成）  
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④ クラウドファンディング以外の手法も併せて検討する

前ページ【図表 5-1-3】中の「事業計画・資金計画を立てる」ステップに記載し

たように、CFは事業に共感を持ってくれた支援者が集められなければ、資金調達に

つながらない。資金確保の安定性を高めるためには CF 以外の方法も検討し、CF と

の併用も考えられる。 

これについては、市の一般財源から捻出するだけでなく、これまで取り組んでい

ない手法等（第４章 4-2 P62～参照）も参考にしながら検討する。 

⑤ 自治体による活用事例

次ページは、実際に自治体がガバメントクラウドファンディングで資金調達を実

施した事例を調査し、須賀川市が策定中の「第８次総合計画」（５政策）における

政策の分類との関係性を推定したものである。 

市の政策分野におけるほとんどの項目について、CFを活用することによるプラス

の効果が期待できるのではないかと考える。 

県内自治体では、広野町が常勤医不在の高野病院におけるボランティア医師の交

通費や宿泊費を CF により寄附を募ったのが始まりとされる。目標金額 250 万円に

対し 576人の支援者から 894万円の寄附が集まった。 

その後、2017（平成 29）年度から県内においても CF の導入が進み、伊達市は、

観光・交流促進のため、2017（平成 29）年 10 月から市の観光 PRアニメの制作費（目

標金額 1,000 万円 調達期間 97 日間）の募集を開始した。昭和村では、映画の舞

台としても使用された旧喰丸小学校舎の改修費用として 365 人の支援者から 1,234

万７千円（目標金額 2,400万円）の寄附を獲得している。 

なお、自治体が取り組む場合は、目標額に達成しなくても集まった資金が受け取

れる All in方式が主流となっている。 



74 

【図表 5-1-4】GCF 事例と須賀川市第８次総合計画（５政策）の相関イメージ 

注記：いわき市 受付期間～2018 年 2 月 28 日 寄附者及び調達額は、2018.1.26 現在 

伊達市  受付期間～2018 年 1 月 31 日 寄附者及び調達額は、2018.1.26 現在 

東京都文京区 受付期間～2018 年 3 月 15 日 2018.1.26 現在目標額の 396.3％を達成 

（出所：各 CF サイト FAAVO、ふるさとチョイス、JAPANGIVING、Readyfor より作成） 

資料編（P90）拡大詳細版掲載 
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（２）市がサポーターとなる

 活動資金を確保したい市民活動団体や創業資金、事業拡大資金等を調達したいと

考える個人や事業者などが CF を最大限活用できるよう市がサポートする。 

この場合、市は特に広報・PR を担うことが重要な役割であるとともに事業主体に

応じて、或いはプロジェクトの目的に応じた細やかなサポートにより、事業を軌道

に乗せていくことも期待される。 

① 市民団体、NPO 団体等非営利活動への支援

市民団体等への活動支援としては、１％支援制度（第４章 4-2 P66 参照）のよう

に、18 歳以上の市民が選択権を持ち、応援したい市民団体等に投票し、市は獲得票

数に応じて助成額を決定する方法も、一種のエリア限定の CF 的支援と言えよう。 

また近年、新しい試みとして市民団体等の活動費助成に CF を導入する自治体が

増えており、その方法には、市が提携した CF サイトで資金調達にチャレンジして

もらい、目標額に到達した場合に同額を助成金として交付する方法、または資金調

達に成功した場合に自治体が上乗せして助成する方法などがあり、多くはガバメン

トクラウドファンディングによる受入れにより支援者の税軽減措置も併用してい

る。

第４章 4-1で紹介した認定 NPO法人長野県みらい基金が運営する長野県みらいベ

ースや東京都墨田区の「すみだの夢応援助成事業」もこれらの手法の一例である。 

また、熊本県上天草市では、2005（平成 17）年より基金を設置して市民団体等の

活動を助成してきたが、当初 1億 5,000 万円あった残高が直近で 1,400 万円まで減

ってしまい、一般財団法人民間都市開発推進機構（民都機構）からの資金拠出を受

けて、基金に 1,000 万円を積み増しした。民都機構の資金拠出は、国土交通省が 2015

（平成 27）年度に創設した「クラウドファンディング活用型まちづくりファンド」

によるものである。 

このファンドを活用して上天草市は、市民団体等が実施するまちづくり事業を募

集し、審査を通過した団体が CF での資金調達にチャレンジし、目標額の半分以上

を調達できた場合に、250 万円を上限に残額を助成金として支援する事業を始めた。 
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【図表 5-1-5】上天草市 CFを活用したまちづくりイメージ 

（出所：熊本県上天草市 HP「クラウドファンディングを活用したまちづくりの実施イメージ」よ

り抜粋） 

② 創業（起業）・事業拡大への支援

創業（起業）や事業拡大にあたって CFを活用しようと考える場合、資金調達だ

けでなく新商品の PR方法として、或いは消費者の関心を探るテストマーケティン

グとして等、事業者の活用目的も様々である。 

また、ビジネスにおける CFの活用は、リターンとして新しいアイデア製品やオ

リジナリティの高い商品、プレミアムサービスなどを設定することができ、事業者

は、目的に応じて多数の CFサイトから自己に最適な CFサイトを選択して自らチャ

レンジすることも多い。市としては、これらのチャレンジをバックアップするよう

なサポート体制を構築することが役割となる。

特にソーシャルビジネス、コミュニティビジネスといわれる社会や地域の課題解

決を目的とするビジネス活動の場合には、寄附型或いは購入型の CFサイトによる

資金調達が中心となるだろう。市が運営（提携）するサイトでの CFにより、事業

者の資金調達をサポートする体制があれば、こういった地域課題型ビジネスの起業

が促進されることも考えられる。 
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事業のスタートアップ段階の支援を重視する場合には、市が CFサイト事業者、

地元金融機関、地域をよく知るビジネスコンサルタント等関係団体と連携して事業

者の事業計画作成からスタートアップ資金の調達、起業後の継続的な相談窓口等、

経営が自立して軌道に乗るまで細やかにサポートできれば、起業促進へつながるこ

とも期待される。 

福島県は、「ふくしま復興・創生ファンド」（第４章 4-1 P56～参照）により支援

している。本県の特色を生かした商品開発や新事業に取り組む事業者を募集し、審

査で選定された事業者は、県が提携する特設 CFサイト（投資型及び購入型）にて

CFによる資金調達にチャレンジする。事業計画の作成、CF公開ページの作成や PR

等について関係機関・団体等からアドバイスを受けながら、資金獲得に挑戦できる。

県は、CFの手数料補助と事業全体の PRを担う。この手法は、多くの自治体で取り

組みが広がっている。 

 

総務省が創設し、2018（平成 30）年度にスタートする新規事業「ふるさと起業家

支援プロジェクト」は、新しい支援の形となりそうである。ふるさと納税の仕組み

を活用して地域の外から資金を調達し、地域経済の循環を拡大するとともに、ふる

さと納税を募集することで寄附文化の醸成を図る目的で、具体的には、地域資源を

活用して地域課題の解決に資する事業を立ち上げる起業家に対し、事業に共感する

方々からふるさと納税を募り、集まった資金を原資に、立ち上げの初期投資に要す

る経費を補助する。応援したい起業家（事業）を選択してふるさと納税を行う人を

「ふるさと未来投資家」と位置付け、自治体は、選択対象の事業を募集、審査、選

定し、起業家は「ふるさと未来投資家」に継続して関心を持ってもらう工夫が求め

られる。さらに、この起業家に自治体が上乗せして補助することも可能となってい

る。 

 

【図表 5-1-6】総務省「ふるさと起業家支援プロジェクト」イメージ 

 

（出所：総務省ふるさと納税ポータルサイト HP 2017年 10月 27日「ふるさと納税のさらなる活 

用について」より抜粋） 
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（３）クラウドファンディング活用を下支え 

 

  CF 活用を広げるため、またより多くのチャレンジャーに CF での資金調達に成功

してもらうため、さらにその効用を他の分野へ広く波及させるために CF の導入・

活用を下支えするソフト事業を実施することも市に期待される役割となる。 

例えば、創業や事業拡大を考えている人の掘り起こし策として CF チャレンジセ

ミナーを開催して成功に向けたノウハウを伝授する。特に女性や学生・若者など対

象者別、或いは起業を漠然と考えている人、準備に着手している人などステージ別

によって求める情報やアドバイスは異なると考えられ、対象者を明確にして開催す

ることが望ましい。 

また、起業意欲を高めるための方法として、CFでの資金調達を前提としたビジネ

スプランコンテスト等を開催し、入賞者への副賞として CF 手数料補助や助成上乗

せなども考えられる。 

宮城県丸森町では、起業サポートセンターを開所し、起業希望者をワンストップ

で支援する体制をつくり、さらに地域おこし協力隊の仕組みを活用して「まるまる

まるもり」プロジェクトを立ち上げた。東京など都市部からの移住起業家を呼び込

み、丸森町の資源を活用したビジネスプランを募集し、地域おこし協力隊員として

一定期間、丸森町に住みながらビジネスプランを具現化していくスキームとなって

いる。 

 

CFの活用拡大には、自治体による情報発信の役割も重要であり、自治体の信用力

を生かし、SNS 等を活用した情報発信を行うとともに、インターネット上で他の消

費者に大きな影響力を与える人とされるインフルエンサー等を活用していくこと

も有効ではないかと考える。現在 700人以上の会員を抱える「須賀川サポーターズ

クラブ」や市にゆかりのある著名人等の協力も得られれば、発信力も一層高めるこ

とが期待できる。 

広島県福山市は、ハッシュタグ「＃福

山アンバサダー」をつけて SNSやブログ

を通じて市の魅力を発信、拡散してくれ

る「福山アンバサダー」を認定し、福山

市ゆかりの著名人 13 人を含めて全国か

ら応募で集まった 149 人が福山市の情

報を発信している。 

 

また、市民協働やボランティア活動等

で獲得できる地域ポイントを導入し、市

内の買い物等に使用できるだけでなく

提携 CF サイト等で支援者が応援したいプロジェクトに寄附できる仕組みを構築す

る、或いは既存の観光資源や地域資源を磨き上げ、市オリジナルの魅力的なリター

ン品を開発する、など新しい後方支援の方法を検討することも考えられる。  

 

須賀川サポーターズクラブ 

（出所：須賀川市 HPより抜粋） 
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５－２．政策形成トレーニング研修との連携 

 

（１）政策形成トレーニング研修 

 

須賀川市では、2014（平成 26）年度より採用５年目の職員を対象とする「政策形成

トレーニング研修」を実施している。人材育成の研修として人事課が主催しており、

対象となるのは、行政職に限らず技術職、保育職も含めた市職員である。 

研修では、参加する職員が４ヶ月程度にわたって定期に集まり、ふくしま自治研修

センター総括支援アドバイザー等を講師に、少人数のグループに分かれて与えられた

課題解決に向けた政策を企画立案するプロセスを学ぶ。 

政策形成力は、市の総合計画を作るような企画立案系の部署に限らず、日常業務の

中でも直面する様々な問題や課題に対して、的確に問題点を把握し、解決へ導く手

段・方法を模索していくことが自治体職員として必要不可欠な資質と考えているため

である。 

研修の最後には、市長を始め幹部職員を前に練り上げた政策を発表し、優れた提案

については、次年度の事業として実現する道筋も作られており、研修生のモチベーシ

ョンアップを図っている。 

 

 

（２）2017（平成 29）年度の取組み 

 

2017（平成 29）年度は、当該研修のテーマを「若い世代に須賀川市に定着してもら

うためには」という設定で、若者の移住・定住策を考えることとなった。 

参集する研修生がまさにその若い世代であり、同世代の目線で須賀川市への移住・

定住の吸引力となる政策を提案することを期待されての課題設定である。 

そして、今回新たな試みとして、立案する政策を実現するに当たっての資金調達手

法として CFの活用を検討することも課された。 

新たな試みの目的は、今回の共同調査研究と並行して研修の課題としても取り組む

ことにより、より多くの職員がこの機会を捉えて CF について調べ、理解を深めるこ

とが期待でき、また若手職員の斬新な発想を通して CF の活用を検討することで、こ

れまで以上に新鮮で画期的な政策の提案を期待したものである。 

  
（出所：須賀川市人事課 Facebookより抜粋） 

https://www.facebook.com/sukagawacity.shokuinboshuu/photos/pcb.713729375466324/713729305466331/?type=3
https://www.facebook.com/sukagawacity.shokuinboshuu/photos/pcb.723026547869940/723026457869949/?type=3
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約 20 人の研修生は、４つの班に分かれて政策立案を進め、各班は定期の集合研修

に加えて自主的に集まるなどにより吟味した政策について、2017（平成 29）年 8月の

成果発表会で披露した。 

若い世代の移住・定住促進策として、主に市内での就職支援、生活支援、子育て支

援などのアプローチが多く提案された。 

各班ともに２～３本の政策を発表し、その中で事業化の手法として CF の活用を提

案したのは、２事業であった。 

 

提案１【図表 5-2-1】は、ウルトラマンとのつながりを生かして、幼少よりウルト

ラマンの存在を身近に感じてもらうことで市への郷土愛を育み、市を離れた若者が戻

りたくなる機運を作る政策である。政策を実現する具体事業の一つとしてウルトラマ

ンの生みの親である円谷英二監督の功績を映画化する制作費の一部を CF により調達

する、という提案を行った。資金提供者へのリターン品として映画へのエキストラ出

演や完成した映画 DVDの提供も提案している。 

提案２【図表 5-2-2】は、実在する地区でのまちづくりに若者のアイデアを取り入

れ、若者が住みたいまちを具現化することで自分たちが手がけたまちとして愛着を持

ってもらい、定住を促進する政策である。駅前の市有地を活用して若者主体のワーク

ショップで住みたいまちの施設や店舗等を決定し、施設の建設や空き店舗等リフォー

ム費用等、住みたいまちの実現化に必要な資金の一部を CF で調達する、という提案

である。資金提供者として主なターゲットは市民であり、新しいまちに出店する店舗

の割引券等をリターン品として考えた。一口の寄附額を 3,000 円とし、市民が CF に

参加しやすいよう配慮していた。 

  

 

（出所：須賀川市人事課 Facebookより抜粋） 
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【図表 5-2-1】提案１「やっぱりすかがわ!～Ultra soulプロジェクト～」 

  

  

（出所：政策形成トレーニング研修成果発表会プレゼン資料より抜粋） 

 

（出所：政策形成トレーニング研修成果発表会プレゼン資料より抜粋） 

  

【図表 5-2-2】提案２「若者のまちづくり事業～駅前 SIM CITYプロジェクト～」 
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（３）研修を活用してクラウドファンディングを検討 

 

若手職員が政策形成を学び、立案するこの有意義な研修を活用して、例えば市が CF

を導入して実施する事業の選定やオリジナリティの高いリターン品の発想、今ある地

域資源や地元産品の掘り起こしや磨き上げ、CF の主な活用層である世代に響く PR 戦

略等を練ってもらうなどにより、職員の人材育成を図るとともに、新たな CF 活用方

法の展開が生まれることも期待できるのではないか。 
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５－３．今後の進め方 

 

（１）市の活用スタンスを明確にし、小さな成功体験を蓄積 

 

ここまで、市はプレーヤーとして事業費を確保する、サポーターとして CF の活用

を促進する、またその効果を高める下支えとしての役割を担う、という３つの関わり

を想定して活用の方向性を検討してきた。 

今後は、これらの方向性を軸に、須賀川市としての理念を実現し、持続的なまちづ

くりを見据えて、どのような分野の発展を促すのか、どういった効果を期待するのか、

そのためにはどの分野で CF を活用するべきか、市の関わり方はプレーヤーか、サポ

ーターかを見極めていくことになるであろう。 

CF導入と活用に当たっては、関係部署も複数にまたがると考えられ、連携して取り

組めるよう、しっかりと議論を進めて、まず、小さなところから取り組み、実績と経

験を積み重ねていきたい。 

 

 プレーヤーとしては、例えば既存のふるさと納税の仕組みを活用してガバメントク

ラウドファンディングを実施し、職員の CF に関する知識と理解を深めていくところ

から着手していくのもよいだろう。 

サポーターとしての取組みは、例えば現在ある創業支援事業の枠組みを活用して、

CF仲介事業者にも参画してもらい、金融機関とともに起業の支援体制を強化し、国の

事業も活用しながら起業促進、産業振興へとつなげていく。市内には地元で活動する

FAAVO福島があることも優位に働くのではないか。 

 市民団体等への活動支援として CF を導入する場合には、まずは助成額の一部に導

入するなど、支援を受ける団体や活動を支える住民等の理解と浸透度合いをはかりな

がら進めていく必要がある。 

この報告書で検証した CF を始めとする新たな資金調達手法は、導入すれば資金が

獲得できるという保証はなく、事前の入念な準備と不断の情報発信、目標達成後の持

続的な関係づくりが欠かせないことを念頭に取り組んでいく必要がある。 

  

  



84 

（２）おわりに

共同調査研究に取り組み始めた当初、CF活用を「自治体における新たな資金調達手

法」として着目していた。しかし、調査研究を進めていくにしたがって、資金調達と

いう要素は、CFのほんの一面であり、それ以外のメリットや効果、例えば自治体のみ

ならず地域産業や市民活動の効果的な PR 戦略、あるいは市の取組みやサービスへの

ファンづくり、市の事業がどれだけ地域に求められているのか、認められるのかを図

るマーケティングツールとしても大いに活用できそうであることが分かり、地域の課

題解決を図る一手法としての有効性を理解した。

さらに、市民に CF への理解が深まり、その効果が波及していくことにより、補助

金依存体質からの脱却へ向けた自立意識の醸成への期待、共感を得るための創意工夫

や市民感覚、ビジネス感覚を学ぶことによる職員の人材育成など多面的な好循環が生

まれることを期待したい。 

須賀川市は、クラウドファンディング等による新たな手法を活用した地域活性化の

可能性について、ふくしま自治研修センターと共同調査研究を行ってきた。

CFは、自治体が主体となり実施するものや、市民が主体となり地域課題解決等に向

けた取組みを実施するなど、その活用方法はさまざまである。「市民との協働による

まちづくり」を実践していくにあたり、市民が主体的にまちづくりに参画し、ともに

支え合い、共生していく取組みには CFは新たな財源確保策として、また寄附者とし

ての参画意識の醸成に非常に有効である。

例えば、2015（平成 27）年度の当市の職員提案制度で、イメージアップ戦略の展開

として提案があり、優秀賞に輝いた「ウルトラマン像建設寄附金の募集」のように、

市民と行政が協働の理念のもとに進めるまちづくりにおいて、CFを用い事業を推進す

ることは効果的な選択肢の一つだと考えられる。

今後はこの研究成果を生かし、更なる市民との協働のまちづくりを推進し、CFを地

域活性化や地域一体となったまちづくりの手法の一つとして確立すべく、引き続き導

入に向けた検討を進めていく。
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