
令和 4年度 ひろしま里山・里海クラウドファンディング 実践プロジェクト参加者募集要項 

 

１． 目的 

中山間地域の元気づくりをリードする人材のプラットフォーム「ひろしま里山・チーム５００（以

下チーム５００）」の登録者等を対象に，中山間地域が抱える課題の解決に向けたクラウドファンデ

ィング（以下 CF）の活用を支援します。 

 

２．応募資格 

・「チーム５００※」の登録者，又は既に広島県内中山間地域での地域活動に参画しており，今回の

CF を通じて新たに「チーム５００」へ登録できる方。 

・7 月 30 日（土）開催予定の「CF 研修会」を受講している方。（アーカイブ受講も可） 

・広島県内中山間地域の課題を解決する為に,令和 5 年 1 月までに CAMPFIRE にて支援募集を開始出来

る方。 

※「チーム５００」登録要件 

 年に 1 回以上中山間地域における地域づくりの取組を自ら企画・実践すること 

 

３．募集期間 

  令和 4 年 7 月 30 日（土）～令和 4 年 8 月 14 日（日） 

 

４．応募方法 

ひろしま里山・里海 CF 応募フォームに，必要事項を入力してください。 

 

５．支援対象者 

  応募内容について，下記のとおり審査を行い，10 件の支援対象者を選定します。 

  ※応募いただいた際にお電話等でヒアリングをさせていただく場合があります。 

 

 ＜審査基準＞ 

  主に次の基準に基づき審査を行います。 

（１）課題解決度 

・CF 実施目的と,何に対して支援して欲しいのかが明確になっており,実行可能な状態か。 

（２）地域密着度 

・対象地域内にどの程度人脈を形成し，連携しているか（広く共感を得られる取組であるか） 

（３）支援募集に対する成功度 

・CF 支援者像や CF 支援者に対する魅力的なリターンを思い描けるか。 

・プラン作成に必要な文章作成や画像作成が出来るか。 

・自身の SNS を使った PR が出来るか。 

・タスク分担出来る協力者がいるか。 

（４）その他 

・法令に違反しない取組であること 

・公序良俗に反しない取組であること 

・政治活動，選挙活動，宗教活動またはこれらに類似する取組でないこと 

 

＜審査結果通知＞ 

 応募者に対し，審査結果を 8 月 19 日（金）までに，事務局よりメール及びお電話にて連絡します。 



６．参加メリット 

 （１）CF 専門家及び CF 実施経験のある有識者の講義及び交流会への参加 

 （２）事務局メンターによる個別支援でプラン作成・実施スケジュール作成をサポート 

 （３）PR で支援者呼び込み（「ひろしま里山・里海サポーター※」による SNS 広報支援等） 

    ※「ひろしま里山・里海サポーター」とは 

SNS を使った広報支援者です。サポーター自身の SNS アカウントを活用し，実施者の CF 

プラン内容や地域活動内容などを PR します。実施者ごとにサポーターをマッチングします。 

 

７．実施スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）ひろしま里山・里海 CF キックオフセミナー（リアル） 8 月 27 日（土）10 時～12 時  

   CF 専門家による講義及び、CF 実施経験のある有識者などからのアドバイスと,参加者による交流

会を行います。 

 

    （開催場所）イノベーション・ハブ・ひろしま Camps（予定） 

（ファシリテーター）一般社団法人フウド 代表理事 / えたじま SUP インストラクター 後藤 峻氏 

 

（プログラム内容） 

 内容 時間 講師・対応者 

１ 自己紹介 

1 人 1 分の自己紹介を実施します。 

15 分 ファシリテーター 

２ 講義「CF 成功のポイント」 

CAMPFIRE管理画面を使った講義を実施しま

す。 

 

30 分 株式会社 CAMPFIRE CAMPFIRE 

事業部アライアンス担当 照井 翔登氏 

３ プラン内容プレゼン及びアドバイス 

各社持ち時間 6 分×10 件 

（プレゼン 3 分以内アドバイス 3 分程度） 

60 分 株式会社瀬戸内ジャムズガーデン代表取締役 

松嶋 匡史氏 

株式会社 CAMPFIRE 照井 翔登氏 

４ 交流会 

グループ分けを行い,交流していただきま

す。 

15 分 ファシリテーター＋事務局 
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（２）オンライン勉強会（zoom） 9 月～10 月中に２回実施 各 1 時間 

   事務局メンターがオンラインで個別に「プラン内容」「CF 支援者像」「リターン内容」「CF 実施

スケジュール」「広報手段と広報スケジュール」「CF 支援者対象者リスト」などの作成や設定につ

いてアドバイスさせていただきます。 

 

（３）CAMPFIRE キュレーター,事務局メンターによる相談対応（メール） 

   CF 初回申請後 CAMPFIRE キュレーターが個別に設定され,事務局のメンターと共にメールでの相談

対応を行います。申請を繰り返しながら,プランを完成させていきます。 

 

  （４）ひろしま里山・里海サポーターによるモニターアンケートの実施（メール） 

   プラン内容やリターン内容について,サポーターにモニターアンケートを実施します。 

  CF 支援者目線の意見を確認する事ができます。 

 

（５）CFの実施（CAMPFIRE） 

令和5年1月までにCAMPFIREサイト内でプランを公開していきます。 

（掲載期間は45日程度です。） 

 

【講師・アドバイザー 略歴】 

 【ファシリテーター兼アドバイザー】    一般社団法人フウド代表理事 / えたじま SUP インストラクター 後藤 峻氏 

広島県出身。東京で 8年間のサラリーマン生活を経て,平成 28年 4月から江田島市の地域おこし

協力隊として活動を行う。「未来を旅する編集会議」メンバーとして CFプロジェクト実行経験があり,

地域活動分野での多数のネットワークを持つ,広島県内中山間地域の活動家。現在は江田島市に

て,使われなくなった公共施設を地域の人々と一緒にセルフリノベーションし,新しいコミュニティー

スペースとして,「しごと」「くらし」「食」をキーワードに「縁づくり」の場を目指すプロジェクト「フウド・プ

ロジェクト」の実施や,移住促進支援員として移住サポートなどを行っている。R３年度本事業ファシ

リテーター。 

【CF 実施経験のある有識者】      株式会社瀬戸内ジャムズガーデン代表取締役 松嶋 匡史氏 

1972年,京都府生まれ。山口県周防大島町で手作りジャム・マーマレード専門店「瀬戸内ジャムズ

ガーデン&ファーム」を経営。2003年に個人事業として創業し 2011年に株式会社化。カフェや果

樹栽培も手がけ,主催する「春のジャム屋まつり」は島を代表する名物イベントの一つとして年々規

模が拡大中。過疎の島に大きな変革をもたらした事業モデルは,日本全国はおろか海外からも視

察が訪れるほどで起業,地方創生における講師としても活躍中。CAMPFIREで行った CFについ

ては,目標金額を超えて達成。R３年度本事業 CF有識者。 

 

【CF 専門家】 

株式会社 CAMPFIRE CAMPFIRE 事業部アライアンス担当 照井 翔登氏 

秋田県横手市出身。2011年より日本初の Twitter を活用した地域おこし事業へ参画,その後全国

各地での地域事業を経験。2015年より地域特化型クラウドファンディング FAAVOに参画。2018

年に株式会社 CAMPFIREへ事業譲渡と同時に転籍。金融機関や自治体,民間企業と連携した事

業開発を担当し,2020年グループMVP獲得。独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業ア

ドバイザー,その他官公庁や自治体にて専門家などを務める。R３年度本事業 CF専門家。 

 

 

８．応募先・問い合わせ先 

  事 務 局：株式会社ハーストーリィプラス（県事業受託事業者） 

  住  所：広島市中区本川町 2 丁目 1-9 日宝本川町ビル 5F 
  担 当 者：辻・福原・牧野 

  電話番号：082-275-5019 ＦＡＸ：082-275-5020 

  E - m a i l：satoyama@hs-plus.jp  

Web サイト FB 

Instagram Twitter 

tel:082-275-5019
tel:082-275-5019
mailto:info@hs-plus.jp

