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               【講演記録】 

第二部講演 「文化財×クラウドファンディング〜基礎知識と成功のコツ〜」 

(READYFOR 株式会社 文化部門 リードキュレーター／認定ファンドレイザー 

                            廣安ゆきみ 氏) (約 50 分) 

 

 初めまして。クラウドファンディングサービス READYFOR の文化部門の廣安と申しま

す。本日は宜しくお願い致します。 

 

「クラウドファンディングってほぼ初めて聞いたぞ」という方もご視聴いただいている

かと思いますので，出来るだけ丁寧に，初心者向けということで，基礎的な内容を中心にお

話しさせていただくつもりです。ご不明な点等あれば，是非気軽にお尋ねいただけたらと思

っております。 

 

(スライド 1.2.3 ページ)  

まず簡単に自己紹介ですが，私は今 READYFOR クラウドファンディングを運営してい

る会社の，文化部門というところで，社内で特に文化や芸術，アートに関わるプロジェクト

を専門で担当する部署のマネージャーをしております。 

 

文化と言っても，今回テーマになっている文化財保存に関するプロジェクトはもちろん，

美術館や博物館の運営費を集めるプロジェクト，あるいは舞台芸術関係，オーケストラや劇

団のプロジェクト，あるいは現代アートのプロジェクト等，私達が手掛けているジャンルは

かなり幅広いものです。昨今は，文化財の保存や修理，あるいは活用に関する資金を集める

クラウドファンディングのプロジェクトというものも非常に増えてきています。例えば，第

一部のお話にもあったように，災害に遭って壊れてしまった文化財だとか，台風で壊れた鳥

居を修復したいとか，あるいは地震の影響で，腕が落ちてしまった仏像の修復に関わる費用

を集めたいとか，そういったプロジェクトも非常に増えてきています。 

そこで，今回はまず前半で弊社の特徴やクラウドファンディングの基礎知識についてご

説明させていただいた後，後半で，過去弊社でご挑戦いただいた，主に寺社・仏閣の文化財

に関連するプロジェクトの事例をいくつかご紹介しながら，クラウドファンディングの実

施にあたって，特にポイントとなる点についてお話したいと思います。 

 

資金集めの主体としては，地域の寺社・仏閣が主体となるケースをはじめとして，博物館

や美術館等が主体となってクラウドファンディングに挑戦されるという事例もあります。

また，例えば京都市のように，自治体が主体となって，ふるさと納税の仕組みと掛け合わせ

ながらお金を集めているようなケースもありますし，個人や有志の方々が集まって，任意団
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体のような形で力を合わせながら資金集めを行うケースなど，かなり様々なパターンがあ

ります。今日は，主に寺院が主体となって，お寺の中で守られてきた文化財の保全に関する

費用を集めた事例をメインでお話したいと思っております。 

 

(スライド 4.5 ページ) 

 まず「クラウドファンディング」とは，聞き慣れない言葉だなと思われる方もいらっしゃ

るかもしれませんが，クラウドという言葉と，ファンディングという言葉を掛け合わせた，

ある種の造語です。クラウドが不特定多数の人達，ファンディングが資金調達という意味で

すので，これを掛け合わせて，インターネット上で不特定多数の方々から寄付を集める仕組

み，というような言葉ですね。 

私達は，READYFOR というサイトを運営しております。サイト上に，「○○の為にお金

を集めたい」「○○を修復する為に資金が必要です」というプロジェクトを掲載いただいて，

それをネット上でご覧になって「これはいい内容だな」「応援したいな」と賛同してくださ

った方々が，ネットを通してお金を投じてくださるというような仕組みです。 

 

(スライド 6 ページ) 

実際のプロジェクトのページは，この右側に映っているようなデザインです。必要な要素

としては，「目標の金額」「募集の期間」で，いくら集めるのかということと，いつからいつ

までお金を集めるのかということを必ず定めてから走りだします。 

他に必要な要素として，「プロジェクト本文」，「リターン」等，赤字で記載しています。

「プロジェクト本文」には，集めたお金の使い道や目的，なぜそのプロジェクトを行いたい

かという熱意等々，文章や画像や動画などでしっかり綴っていきます。プロジェクトにより

ますが，大体 3000 字から 4000 字くらいの字数で，丁寧に説明していくことになります。 

この「プロジェクト本文」で，どれだけプロジェクトに関する熱意を伝えられるかが，ク

ラウドファンディングの一つの大きな成功の鍵になると思っております。 

続いて，「リターン」とは，いわゆる返礼品です。最終的にプロジェクトが無事達成した

時に，支援者の方にお礼品を送っていただく必要があり，それを予め金額ごとに，例えば一

万円の支援をして下さった方にコレとコレをお届けしますとか，三万円だとコレとコレを，

というような形で定めます。支援をされる方も，色々あるコースの中から，リターンも参考

にしながら，今回はこのコースにしようと決めて，お申込みいただけるような形になってい

ます。 

ただ，私達のクラウドファンディングサイトの場合は特になのですが，支援をする方が，

リターンを重視して（何かグッズが欲しいから）支援をするのではなくて，あくまで応援の

気持ちでお金を入れてくださることの方が多いです。ですので，返礼品はもちろん設定する

のですが，実際のところあまり重要ではなくて，例えば，お礼や実施報告書をメールで送り

ますとか，あるいはちょっとしたグッズだけとか，返礼品にかかる原価は 1 割にも満たな
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いくらいのものが割と一般的です。 

クラウドファンディングの御相談で，「興味はあるもののリターンで返せるものが無さそ

うだから，実施は難しいのでは」という悩みをいただくことも多いのですが，決してそうい

うことはなくて，あくまでリターンはお気持ちが伝われば良いものです。むしろここを豪華

にしてお金がかかってしまっては本末転倒ですので，リターンを考えていくというよりは，

そのプロジェクトの内容自体をどれだけ魅力的に見せていくかということが，非常に重要

だと思っています。 

ちなみに，今映しているプロジェクトは，画像からもお分かりいただけるかもしれません

が，昨年実施していた東京都内の寄席を支援しようというクラウドファンディングの企画

で，最終的には一億円を超える資金が集まったという大型のプロジェクトです。返礼品は一

万五千円を支援して手拭いが一枚ついてくるという程度だったのですが，やはり支援をし

てくださる皆様は純粋な応援の気持ちでお金を入れてくださっていて，その結果として一

億円を超えるような額が集まったという事が，実例としてもあります。 

 

あと，この下の「新着情報」や「応援コメント」もクラウドファンディングのページの構

成要素としてあります。「新着情報」はプロジェクトを世に出してから，その後も随時更新

ができるブログのような機能です。「応援コメント」は，支援者さんが一言コメントを書き

残せる機能で，実際にお金を入れてくださった方がどういう気持ちで応援しているのか，な

ぜ今回支援しようと思ったのか，が文字で見える形で残ります。  

一言でクラウドファンディングと言っても，どういった目的でプロジェクトを立ち上げ

るのか，そもそもいくら集めるのか，対外的にどのような見せ方で訴えていくのか，企画ご

とに千差万別です。例えば，文化財のプロジェクトの資金使途も，文化財そのものの修理費

用を募るという，ある意味王道的なプロジェクトもあれば，文化財の周辺，例えば文化財の

保存庫や，収納の額縁を修理する為に資金が必要というケースもあるでしょうし，施設内部

の設備を修復するとか，あるいは空調とか換気の設備を整える費用が必要だったりするケ

ースもあります。また，文化財関係の展示企画やイベント，アウトリーチ活動をする為の費

用が必要だという事も考えられます。クラウドファンディングの活用のされ方は多様だな

と，日々色々なプロジェクトをお手伝いしながら感じているところです。  

 

(スライド 7.8.9 ページ)  

クラウドファンディングは，新しい資金調達の形，とご紹介いただく事も多いのですが，

実際にプロジェクトに挑戦された方々が仰るのは，お金集め以上に人集めの側面も大きか

ったということです。 

私達も実は最近これがすごく重要だと考えています。クラウドファンディングは，そのプ

ロジェクトを応援してくださる「人」を集めて，その人たちと新しく繋がっていく為の仕組

みだと思うのです。 
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例えばお寺が，とある文化財を修復したいというプロジェクトを立ち上げたとして，ご住

職は，よほど毎日お寺に通ってくださっている方でない限り，どんな人たちがお寺に思い入

れを持ってくださっているかわからないかもしれません。でもクラウドファンディングを

実施すると，「頻繁にそのお寺に通っているわけではないけど，実はここにすごく思い入れ

がある」とか，「今は近くに住んでいないが，このお寺には以前すごくお世話になった」と

か，そういう秘めた思い入れを持っている方が，ネットを介して遠くから支援を託してくだ

さるということはよくあります。そのように，今まで見えていなかった応援者の方々の存在

が可視化されて，改めて自分達のお寺とか文化財を，何百年にも渡って守ってきた価値を再

認識できるということがあるのかなと思っています。 

例えば，昨年プロジェクトをご一緒した、とある美術館では，普段は年配の方が来館者と

して多いので，クラウドファンディングのようにインターネットを使った取組で支援が集

まるのかなぁと心配されていたのですが，実際にプロジェクトをやってみると，Twitter な

ど SNS を通して，意外と若い層の方々からも「実はこの美術館の所蔵作品が大好きです」

だとか「ここは無くてはならないです」とか，そういう声が全国からたくさん集まりました。

館長としても，普段目には見えないけれどこんなに応援してくれる人達が隠れていたのか，

自信になったと仰っていました。 

支援者コメントを見ると，なぜこのプロジェクトを支援したのか，このお寺や施設のどう

いうところが好きかということを，人によってはかなりの字数で長々とラブレターみたい

な形で綴ってくださる方も多くて，そういうものを読んで改めて自分達のお寺や文化財の

魅力に気付きなおしたという話もよく聞きます。ですので，クラウトファンディングは，お

金がいくら集まるかということも大切なのですが，プロジェクトを応援してくださる人を

いかに掘り起こして繋がっていけるかということが，文化財を保護し続けていくための大

きな糧になる事もあるのかなと思っております。私達も，お金だけではなく，お金＋αの部

分でどういう意味のあるプロジェクトにしていくことができるのかを考えながら，日々サ

ポートしています。 

 

(スライド 10 ページ)  

クラウドファンディング実施の流れとしては，スライドの通りです。準備期間におよそ 1

〜2 ヶ月程，そのあと実際にお金を集めている期間も同じく 1〜2 ヶ月程が一般的です。ク

ラウドファンディングは長々と募集期間を設けず，短期で一種のキャンペーンとして展開

することで，今お金を入れなくてはとか，支援しなくてはといった気持ちを高めやすく，だ

からこそ資金が集まりやすいという側面もあります。それがクラウドファンディングの一

つの特徴かなとも思っています。具体的な期間設定については，プロジェクトの内容や性質

によってケースバイケースですので，毎回私達もご相談に乗りながら，プロジェクトごとに

日数を決めています。 
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(スライド 11.12 ページ)  

 加えて，クラウドファンディングと，ひとくちに言っても，実はいくつかの種類，型があ

ります。細かい話になるのですが，よく質問いただく部分でもあるので少し詳しくご説明さ

せていただくと，例えば資金の受け取り方です。 

クラウドファンディングとは，予め目標の金額を定めてから走り出すということは先ほ

ども申し上げた通りなのですが，もし最終的にその目標額に達しないで終わってしまった

場合はどうなるのかというと，ここに映っている All or Nothing 型というものと All in 型と

いう二種類のタイプがあります。プロジェクトが始まる前に，どちらの型で進めるのか決め

てから走り出すというルールになっています。 

All or Nothing 型は，もし目標額に達しないで期間が終わってしまった場合，集まった資

金は全額支援者側に返金するというものです。例えば一千万円の目標で，五百万しか集まら

なかった場合は，集まった金額は支援者の元に返金されます。ちなみに返金にかかる振込の

手数料などは全部 READYFOR で負担しているので，プロジェクトを実施した方々が赤字

になる事はありません。 

逆に All in 型は，もし目標額に達しなかったとしても集まった金額をプロジェクト主体と

なる方々にお渡しするというものです。一千万の目標で，五百万しか集まらなかった場合，

五百万は実施主体にお渡しします。 

 

一見すると後者の All in 型の方が有利かと思われるかもしれませんが，私達 READYFOR

では，基本的には前者の All or Nothing 型の方を強く推奨しています。All in は限られた場

合のみ，審査の上で適用とさせていただいています。 

というのも，All or Nothing 型の方が断然お金が集まりやすいということが，データ上も，

私自身の個人の経験則から言ってもあります。やはり，この金額は絶対に集めないといけな

い，集めたい，と明確になっている方が，プロジェクトを立ち上げる皆さんの結束力や，や

る気にも繋がりますし，支援者側にとっても，今自分が支援しなくてはというモチベーショ

ンが高まりやすい傾向にあります。逆に All in 型ですと，別に目標額を達成しなくてもどう

にかなる，と見られてしまって，今支援しなくてはという切迫感が感じにくく，支援が呼び

込み辛いという傾向にあるかと思います。 

結果として，今弊社では All or Nothing 型と All in 型で達成率に 20％くらい開きが出て

きています。もちろんそのプロジェクトの内容や個々の事情によって，どちらの方が最適か

という事はケースバイケースですので，実際にはプロジェクトの準備段階でどちらがいい

のか相談の上という事になります。 

 

(スライド 13.14 ページ)  

あとは，集まったお金が寄付金控除，つまり税制優遇の対象になるのかどうかという点で

も二種類のタイプがあります。このあたりもよく質問いただくのですが，基本的には公益財
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団法人や，認定 NPO など，普段から寄付金を受け取った時に税制優遇が受けられる各法人，

団体の場合においては，クラウドファンディングにおいても寄付金の控除の適応になりま

すし，その他の法人では特に税制上のメリットはないということがベースとなります。 

余談ですが，クラウドファンディングで集まった資金の税金的な扱いはどうなるのかと

いう事もよく質問いただきます。これはクラウドファンディングの実行主体がどのような

法人格なのか，プロジェクト内容，返礼品の内容等によっても変わってくるので，税理士等，

税務に関して正しい助言のできる資格をお持ちの方へ御相談ください。 

ここまでが「クラウドファンディングとは？」という概要の説明でした。 

 

(スライド 15.16.17 ページ)  

さて，クラウドファンディングサイトは全国に 100 から 150 くらいあると言われていま

す。その中で，READYFOR の立ち位置を少しお話させていただきます。実際に我々のよう

なクラウドファンディングを運営しているサイトが，どの様な役割を担っているのかとい

う一般的な説明も兼ねてとお話しします。 

READYFOR は日本国内で最初に立ち上がったクラウドファンディングのサイトで，今年

で 11 年目になります。業界では一番の老舗です。ちょうど 2011 年の震災の年に立ち上が

ったサービスという背景もあり，扱うプロジェクトが比較的社会貢献性の高いものが多い

というのが一つの特徴です。 

私達の文化部門でも，例えばサブカルチャーやポップカルチャーというよりは，文化財関

係のプロジェクト，あるいは美術館・博物館のプロジェクトという，ある意味比較的真面目

でしっかりした内容のものが得意といった特徴があります。 

先程あまり返礼品は重要ではないとお伝えしたのですが，社会貢献性が高いプロジェク

トの扱いが多いからこそ，返礼品重視ではない支援者の方が，たくさんユーザーにいるとい

うことが私達の大きな特徴かなと思います。 

加えて READYFOR では一つ一つのプロジェクトに担当者がついて，プロジェクトの準

備段階から一緒に走っていくというサポート体制を非常に大切にしています。 

一般的なクラウドファンディングサイトでは，自身でアカウントを立ち上げて自由に進

めるスタイルが多いかと思いますが，特に初めてクラウドファンディングを実施される団

体や，あまりインターネットに明るくない方などは，やはりサポートがつかないと，どんな

に良い内容のプロジェクトでもうまくいかない可能性があると思っています。せっかくプ

ロジェクトを立ち上げるからには，しっかり達成して成功して終わりましょうという事が，

私達のスローガンでもありますので，サポート体制は非常に重要視しているところです。 

 

(スライド 18.19.20.21.22 ページ) 

クラウドサイトを利用するにはどれだけ費用がかかるのか，本当によくお尋ねいただく

のですが，料金体系はサイトによっても様々です。READYFOR では今プランを 3 つ用意し
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おり，いずれにしても完全成功報酬型と言って，最終的に達成した金額のうちご覧の通りの

手数料をいただくといったプランになっています。 

まずフルサポートプランです。手数料率としてはご覧の通りで，一つ一つのプロジェクト

に選任の担当者がついて，プロジェクトの立ち上げ前から無事終了するところまでお手伝

いするプランです。さらにワンランク上のプランとして，専任の担当者が複数名ついて通常

のフルサポートプランよりも，さらにきめ細やかにお手伝いしますよというプランや，ほか

にも，手数料がかなり低くなる分，人がついてのサポートはなく，皆さんが自由にプロジェ

クトを準備して進めていただけるようなシンプルプランがあります。最初の準備段階でプ

ランをお決めいただく仕組みになっています。 

繰り返しになりますが，完全成功報酬型ですので，これ以外にプロジェクトの準備段階で

着手金のようなものが必要であったりだとか，手数料以外にオプションの料金がかかった

りすることは一切ありません。プロジェクトが終わった時に，手数料を差し引かせていただ

いた残りの金額を皆さんの口座に振り込む仕組みになっています。 

ちなみにこの手数料も全て目標金額に含めて設定されるのがほとんどです。例えばお手

元に 150 万円必要ということであれば，返礼品に必要な金額と，弊社でいただく手数料も

全部上乗せした金額で最初の目標額を設定されることが多いので，プロジェクトを実行す

るにあたって，実施者側で持ち出しをしなければいけない費用はなく，その点はかなりハー

ドル低くお考えいただけると思います。 

補足ですが，先程の All or Nothing 型式で，もし目標額に達せず全額返金になってしまっ

た場合は，我々の方でも手数料はいただかず 0 円なので，私達からすると All or Nothing で

もし達成しなければ，完全に赤字になってしまいます。その分しっかり達成できるように二

人三脚でお手伝いしていく，ある意味一蓮托生ですよということも普段のモットーであり

ます。 

 

(スライド 23 ページ)  

ここまで，そもそも「クラウドファンディングとは？」とか，サイトをご利用いただくに

あたってどういった仕組みになっているのかというところをお話させていただきました。 

ここからは，具体的な事例を三つ程紹介しながら，昨今の，特に文化財関連のプロジェク

トでは，何が成功のポイントになっているのかお伝えできたらと思います。 

 

(スライド 24.25.26 ページ)  

ではまず，一例目。青森県の弘前市にある最勝院さんというお寺のプロジェクトです。 

端的にプロジェクトの内容を申し上げると，お寺の仁王門にある二体の仁王像の修理の

費用を集めたいといったクラウドファンディングでした。 

写真をよく見ていただくと，右側の仁王様の目玉がなくなっていることが分かるかと思

うのですが，この左目と併せて全体的な経年劣化の修復をする為の費用を集めたいという
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プロジェクトでした。 

修理費用としては全体で約 3000 万円かかるということで，ここ数年かけてお寺としても

独自の寄付を集めておられたのですが，コロナの影響でかなり参拝客が減ってしまい，この

ままでは目標金額に到達せず，修復できず頓挫してしまうということでクラウドファンデ

ィングに踏みきられたという背景がありました。 

ここの最勝院さんは五重塔があって，国の指定の文化財になっているので，例えばその五

重塔を直そうと思えば，かなり公的な助成が得られるというお話だったのですが，この仁王

像は市の指定すら受けていないような文化財のため公的な資金に頼る事もできず，自助努

力で賄うほかないというような背景もありました。 

最終的には，目標金額 600 万円を上回る 800 万円以上のお金を調達出来たのですが，こ

のプロジェクトで特に注目すべき点は，ページの作りこみです。ポイントとして，「リター

ン(返礼品)ではなく，プロジェクトページの記述に凝る。」と書きましたが，READYFOR で

は通常のインターネットサイトと比べると，こういうプロジェクトサイト，プロジェクトペ

ージの滞在時間がかなり長い傾向にあります。プロジェクトの説明本文が 3000〜4000 字

で，それに伴ってページの滞在時間，一人の人がページを読み込む時間も 2 分から 3 分程

というのがデータを見ると一般的です。多くの基本的なインターネットサイトは 1 分程度

そのページに滞在してもらえれば良い方と言われているので，当サイトはその倍以上の滞

在時間を確保出来ているということになります。 

裏を返せば，プロジェクトのページが，支援を検討している方々からかなりしっかり読み

込まれているということです。ここで何をどのように書くかによって，支援をされる・され

ないが決まってくるということです。返礼品よりむしろ大切なことはページの内容だなと，

本当に思います。 

 

このプロジェクトでは，自己紹介として，文化財の由来，お寺の由来にはじまり，仁王像

が今どんな状態にあるのかといったことを，写真を用いながらかなり丁寧に解説されてい

ました。これを修復することにどんな意義があるのか？というところにもかなり突っ込ん

で丁寧に説明をされていたというところが重要でして，ちょっと乱暴な言い方かもしれま

せんが，このお像を放っておいたらなぜいけないのか，なぜわざわざ直したいのか，さらに

は自己資金ではなくて，なぜ人様から寄付を集めてまで直したいのか，しっかり突き詰めて

考えて，言葉で綴っておられたなという印象でした。 

なぜ寄付を募ってまでやりたいのかという部分が，非常に重要なポイントだと思ってい

ます。これを外向きに説明するにあたっては，プロジェクトの実行主体になるご住職自身が

一度このプロジェクトの意義に関して考えて，自分の中でも腹落ちした状態である必要が

あると思うのです。自分のお寺の価値だとか，今回のプロジェクトの意義や，この文化財そ

のものの価値を，通り一遍の言葉ではなく自分自身で考えて，やはり寄付が必要だ，だから

支援お願いしますと言える方が，強く響くと思います。実際，このプロジェクトも，ページ
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をしっかり読んだうえで納得出来たので支援しましたという声がネット上で多数あがって

いました。 

もちろんページの作成にあたっては，ご住職が全部一人で考えて書いたわけではなくて，

弊社の文化部門でも色々とサポートしていまして，住職と対話の中で，なぜ今回これをやる

のか？ということを一緒に考えて言葉にしたり，最終的な文章の編集やデザインなどはこ

ちらで行いました。 

このように，プロジェクトのページの中で，今回の取組に本質的に納得して賛同してもら

えるかどうかが，文化財のクラウドファンディングの基本になると思っております。文化財

が全国にたくさんある中で，あえてこれを支援したいと思わせるような熱意というものが，

一つ大きなフックになるということです。 

 

(スライド 27~32 ページ)  

続いて，二例目です。奈良県にある榮山寺さんというお寺のプロジェクトです。 

お寺が保存している榮山寺文書という資料の修理費用を集めるクラウドファンディング

です。この写真がその文書で，このようにかなりボロボロになったものです。 

ここは，お堂や建築物を中心に，国宝や重要文化財を持っているような由緒正しいお寺で

はあるものの，檀家さんのいないお寺で，これまで寄付を集めた経験がない中でのクラウド

ファンディングでした。先程の事例より規模は小さいですが，100 万円の目標に対し 175 万

円と，しっかり目標を上回って達成されました。 

このプロジェクトのポイントは，「紙のチラシと申込書で，ネットが使えない方々も巻き

込む。」です。クラウドファンディングはインターネットを使った資金調達なので，特に文

化財関係のプロジェクトですと，「ウチは年配の方の支持が多いからあまり向いていないの

ではないか」と仰る方も多いです。実際は決してそんなことはなくて，READYFOR ではこ

のスライドのように裏側が申込書になったチラシを作って，それを周辺地域や関連施設に

配布して，プロジェクトの告知を行うこともよくやっています。実際の運用としては，裏側

に必要事項を書いていただいたものを直接お寺で回収して，現金や振り込みでいただいた

資金をお寺で取りまとめて，随時クラウドファンディングサイトにあげていくといった流

れです。 

要は，従来通りの方法で集めた寄付をクラウドファンディングに合算するということで

す。もちろん，その分お寺の手間はかかりますし，手数料もかかってしまうのですが，こう

いうオンラインではない手段も取り入れることで得られる寄付というものは，文化財関連

の場合まだまだ侮れないですし，SNS などのオンラインでの告知と，紙を使ったオフライ

ンの告知をうまく組み合わせて，世代に関わらず支援の窓口を広げるのも，非常に重要なポ

イントかなと思っています。チラシを使ってお金を集めるのは文化関係のプロジェクトで

はかなりポピュラーな手法で，この榮山寺さん以外のプロジェクトでも実践例があります。 
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(スライド 33.34.35.36 ページ)  

三つ目，最後の事例です。奈良県の聖林寺さんというお寺のプロジェクトです。 

このお寺は国宝に指定されている十一面観音像という仏像をお持ちなのですが，この観

音様がおさめられているお堂がかなり古くなってしまい，耐震も危うい，このままでは地震

が起きたらいつ観音様ともども倒れてしまってもおかしくない，防災の話とも関係します

が，そういう危機的な状況にある仏像とお堂ということで，その観音堂修復の為の費用を集

めるプロジェクトでした。 

お像自体は国宝なので，公的な助成も可能というお話だったのですが，この観音堂自体は

特に何か指定を受けている建物ではないので，大部分を自己資金で賄わなくてはいけない

ということから，クラウドファンディングに挑戦されました。 

このプロジェクトでのポイントは，「クラウドファンディングを一度きりの手段とせず，

支援者と継続的な関係を築く」と書いたのですが，実はこの聖林寺さんは 2020 年の年末に

一度クラウドファンディングに挑戦されたあと，2021 年に二度目のプロジェクトを立ち上

げられて無事達成し，さらに今ちょうど第三弾プロジェクトにも挑戦されていて，そちらも

順調に進んでまもなく達成する見込みです。 

資金使途は三回とも同じで，観音堂の修復費用です。もともと，観音堂の修復には全体で

1 億円くらいかかる見込みで，そのうち 5000 万円くらいをクラウドファンディングでとい

うお考えだったのですが，一度に 5000 万円を集めるプロジェクトはなかなか難しいかもし

れないということで，当初から何度かに分けてのクラウドファンディングの実施を予定さ

れていました。 

ですので，第一弾のクラウドファンディングを実施した時にも，この図のスケジュールの

ように，第一弾は 2020 年の 10 月から 12 月にやります，第二弾は 2021 年の中頃にやりま

す，というような形で，予め第一弾の時から続きがあることを明記していました。そして予

定通り第一弾が終わって半年くらい間をあけてから第二弾を実施して，さらには最終章と

いう事で，今第三弾を実施中というわけです。 

第一弾が 1700 万円くらい，第二弾が 2100 万円くらい，第三弾が 1000 万円目標で進め

ているので，合計して当初の予定通り約 5000 万をクラウドファンディングで集められる計

算になります。第一弾以降，プロジェクトを説明する本文や，返礼品に関しては，一度支援

した人がまたリピートで支援をしたくなるように，少しずつ内容を更新していってはいる

ものの，大きく作り変えているわけではないので，クラウドファンディングを立ち上げる労

力は段々軽減されていると言えるかなと思います。 

 

クラウドファンディングは，ここぞという時に一度きりで実施して終わりという資金集

めの手法なのではないかと思われる方も多いのですが，特に昨今は，このように第二弾，第

三弾とフェーズを分けてプロジェクトに挑戦される事例であったり，場合によっては，毎年
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同じ時期にクラウドファンディングを繰り返して，それがいわば年中行事のようになって

いる事例も増えてきています。 

毎年，10 月にクラウドファンディングをやりますと決めて実施されている所もあります。 

弊社の今の最高記録としては，10年連続，10回連続クラウドファンディングに挑戦されて，

毎年大体 300 万円くらいの資金調達を達成されている文化施設，実際にはとある図書館な

のですが，そういう事例もあったりします。そこは，何かを修復するのではなくて，毎年の

運営費の足しにする目的での資金集めなのですが，継続的にクラウドファンディングをや

っていると，支援者の方もだんだん定着してきて，リピーターの支援者も増えてきて，寄付

を集める行為自体もだんだん楽になってくるということがあります。実際そのプロジェク

トですと，大体毎年 6 割がリピーター，4 割が新規の支援者さんという形で，循環がまわる

ような流れが出来てきており，毎年の 300 万円は一つの確立された財源みたいな形で捉え

られていたりします。 

そのように，運営費を集めるクラウドファンディング事例もありますし，文化財の修理関

連のプロジェクトでも，やはり大きな金額が必要になるケースも多いので，それを一回限り

でどうにかしようという事ではなくて，長い目でクラウドファンディングを活用するとい

うことも視野に入れていただけると，より可能性が広がるのではないかと思っています。 

余談ですが，例えば連続して第何期という形で行うプロジェクトとしては，日本将棋連盟

さんが，将棋会館という施設をリニューアルするための総工費が数億円かかるうち，出来る

だけクラウドファンディングで集めたいということで今プロジェクトをご一緒しています。

期間をあけながら全四回くらいシリーズ化する前提でプロジェクトを組んでおり，このよ

うにフェーズ分けをして，最終的に大きな金額を目指していくような建付けも一般的にな

ってきています。 

 

(スライド 37 ページ) 

資金調達の手段は，従来は公的な助成や自己資金で賄うことが一般的だったかなと思う

のですが，そこにクラウドファンディングのような，関心のある方々から寄付を集めるとい

う方法も定着してきたと感じています。今までは，人様からお金をいただくのは気が引ける，

というようなお考えの方も多かったと思いますが，良くも悪くもコロナ禍も背景に，寄付自

体が一般的なものになってきています。有名人が「○○に寄付をしました」と公表したり，

むしろ格好いいことだという表現になっていることもあって，支援をする側も，この文化財

を守っていく為に自分が役にたてるなら喜んでとか，せめて資金面で歴史を繋いでいく支

援が出来るなら嬉しいとか，むしろこういう形で支援に関わることが出来る，参加できる機

会をくれて嬉しいとか，かなりポジティブに，楽しみの一環として寄付をすることが自然に

なってきているなと感じています。 

いい例えかどうかはわからないのですが，例えばファンの人達が自分の「推し」に喜んで

お金を出すことがあったりすると思うのですが，それが文化財にも言えるというか，自分の
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推しのお寺にお金を出すんだとか，推しの文化財にお金をあげたいとか，自分の応援したい，

価値のあると思えるものに支援をする事はむしろ嬉しいことだという感覚ですかね。だか

らこそ，困った時に支援を募るのは図々しいことではないという認識が広がってきたのも

昨今の如実な変化だと感じています。 

 

もちろんクラウドファンディングだけで全てを賄えるケースばかりではないので，従来

の助成金，自己資金，銀行の融資等と並んで，資金調達，ファンドレイジングの一つの手段

として，クラウドファンディングや寄付を集めるということを選択肢に加えていただける

と嬉しいなと思います。既存の資金調達の手段との連携の仕方，例えば助成金とクラウドフ

ァンディングとコラボレーションしていく，クラウドファンディングで集まった分，助成金

がマッチングされ乗ってくるような仕組みを作ったり，私達も模索しているところです。 

クラウドファンディングと一言で言っても，どういうプロジェクトの形が最適かという

のは様々です。こういうことには使えるのかなとか，やってみたいけれどどういう可能性が

あるのだろうかというような疑問があれば，とりあえずのご相談でも大歓迎です。資料に連

絡先も載せていますので，気軽に直接ご連絡をいただけたらなと思います。 

是非皆様，せっかく今日お時間いただいたので，何か今後お力になれたらなと思いますの

で，どうぞよろしくお願いいたします。 

ご清聴いただきましてありがとうございました。 

  


