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 ◆要　旨：
人口減少や高齢化をはじめ、地域社会は今様々な課題に直面している。これに対し
て NPOなど第三セクターは行政と協働しながら、課題の克服と未来に向けたよりよ
い地域づくりに貢献する重要な地域アクターになっている。そうした活動を持続的な
ものにしていくための仕組みとして、コミュニティ財団 /基金 (以下コミュニティ財
団 )が注目されている。このような状況のもと事例分析がなされてきているが、多く
は先駆的な財団のプログラムに焦点を当てたもので、なぜ財団それ自体が地域の環境
や条件に合わせた機能を獲得し維持できているのかという視点からの分析は少ない。
我々は財団の成り立ちを紐解くことによってその要因に迫れるのではないかと考え
た。そこで本研究では、市域を活動エリアに定め、行政、市民との濃密な関係でもっ
て地域課題の解決に取り組むという明確な特徴を有する滋賀県の「東近江三方よし基
金」を事例に、そういった特徴が生じてきた背景を財団の設立経緯に求め文献調査と
現地でのインタビュー調査を行った。その結果、財団組織設立以前の当該地域におけ
る議論の過程が、組織や活動の現在の姿に明らかにつながっていることが判明したの
で、本稿ではそれらの調査結果を報告することとした。この研究成果は、今後ますま
す多様化するであろうローカル・ ファイナンスの比較研究における分析枠組みに示唆
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を与えるだけでなく、様々な制約条件のもとで、地域の内発性を発揮したいと考えて
いる実践者にとって有用な知見の獲得にも展開していくことが可能だと考えられる。
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東近江三方よし基金、コミュニティ財団、SIB、地域社会、行政と市民

１．はじめに：報告の趣旨と狙い

地方分権が推進されるようになってかなりの時を経たが、中央集権型システムの制
度疲労、変動する国際社会への対応、東京一極集中の是正、個性豊かな地域社会の形
成、高齢社会・少子化社会への対応といった当時の論点は依然積み残されたままであ
る（小西 2010）。とりわけ財政のひっ迫に直面する地方行政による個々の課題の解決
には限界があると指摘されて久しい。
またそれに伴い、公的部門と民間部門の活動領域の見直しが図られ、縮小する行政
サービスの一翼を NPOが担い、「小さな政府の進展に伴う公共領域の空隙を埋める
存在」となることが期待されてきた (原田 2010)。地域社会における「課題」を発見
し、解決のための事業を推進する主体として、地域の NPOや市民団体に期待が寄せ
られたわけである。しかし、「助成する行政」と「助成を受ける NPO」という関係の
もと、行政の下請け的な立場に陥りやすい構図が温存され NPOの活動が疲弊したこ
と、さらには資金獲得面の限界が指摘された（深尾 2015）。そして 1990年代ごろか
らは、NPOセンター、NPOサポートセンターなどの名称を冠する NPOの中間支援
組織が興隆し、NPOやコミュニティビジネスなど地域密着型事業の創業を資金面か
ら支援し、既存の地域金融機関や行政の橋渡しの役割を果たしてきた (小沢 2014:32-
33)。しかし、NPO界隈と行政のパートナーシップは、ときに行政と NPO/市民活動
の「同質化」を伴い、先駆性・自律性を伴う市民活動の創出・展開についての課題が
根本的に解決されたとは言い難い (深尾 2014)。
一方で、1998年に成立した「特定非営利活動促進法」(通称 NPO法 )以降、新規

NPO法人の登録数は着実に増加し、市民活動の活性化の一側面を演出した。だが、
小規模の NPOの乱立は、資金や人材の獲得競争を高めた他、職員数の不足にもつな
がり、それが寄付者への働きかけへのリソース不足を招いている現状もある (天野 
2013)。また、1990年代末から 2000年代初頭には、NPOセクターの事業評価に注目
が集まった。しかし、非営利活動の「評価」指標の整備・利活用は、事業者・行政双
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方の明確な目的意識と十分なリソースの不足から、2000年代にかけて下火となった (
粉川 2020: 3-5)。
こうした NPOや市民活動への寄付や運営基盤、評価指標の策定が広がりにくい現

状のなかで、地域住民が発起人の主体となり設立されるコミュニティ財団が、従来
の NPO中間支援団体とは異なる立ち位置でそれらの活動を補完してきている。その
動きの端緒となったのが、2009年設立の「京都地域創造基金」である（深尾 2014）。
その後、2010年に那覇市 NPO活動支援センターを財団化した「みらいファンド沖
縄」、NPO法人岡山 NPOセンターが設立を支援した「みんなでつくる財団おかや
ま」、NPOバンク「コミュニティ・ユース・バンクmomo」などが中心となり 2013
年に財団設立に至った「あいちコミュニティ財団」、NPO法人「市民活動センター神
戸」など県内６つの中間支援組織が共同で推進し 2013年に設立した「ひょうごコミ
ュニティ財団」が続いた。
こうした 2010年代前半のコミュニティ財団制度を活用した事例の増加の背景には、

(1)中間支援組織が担う役割が、事業者への単なる資金援助から、地域における事業
者と社会ニーズの情報の集積点となり事業者と資金提供者 (地域金融や行政 )を仲介
してきたこと、(2)2008年度の非営利法人・公益法人の制度改革により、財団設立へ
の資金的ハードルが下がったこと (基本財 300 万円以上での財団設立が可能に )や、
公益財団法人では寄附金控除の制度的優遇が用意されたこと、(3)継続的に成果をあ
げてきた NPOやコミュニティビジネスへの信頼感の高まりや非営利法人・公益法人
の制度改革による市民セクター主導の寄附運動、行政側の意識の変化などが指摘され
ている (小沢 2014:37-40)。
全国的にコミュニティ財団設立の機運が高まるなか、本稿で扱う東近江三方よし基
金は 2016年に設立された。それまでのコミュニティ財団が県域を対象とし、より多
くの域内人口から寄付を募ってきたのに対して、同基金は東近江市という人口 11万
人余の域内を中心に、設立時基本財産約 300万円を市民の寄付で集めた先駆的な事
例である。
同基金は、先行研究でも取り上げられるように、設立の前年度に東近江市と実験
的に実施していたコミュニティビジネスの支援スキームが成果連動型の仕組みを採
用していたことから、「東近江市版 SIB(ソーシャル・インパクト・ボンド )」と呼ば
れるなどして、そのローカル・ファイナンスとしての新規性が注目されてきた (深尾 
2017, 野口 2019, 山口 2020)。中野 (2021)は、東近江三方よし基金の設立経緯や事業
内容を詳述し、東近江版 SIBのみならず、同基金が活用する休眠預金・コミュニティ
融資などの多様な資金調達スキームや、同基金の果たす中間組織的な役割を詳細に記
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述している。また野口（2019）ならびに深尾（2017）においては、SIB事業に注目し
て事業者の成果目標などを参照しながら、東近江版 SIB事業の特徴やそのスキーム、
効果などが分析されている。このように同基金の資金スキームや同基金の地域におけ
る特徴的な役割が注目される一方で、なぜ東近江市において、こうした「先駆的」と
される取り組みが形成されそして今も機能し続けているのか、その要因の解明はまだ
十分に進んでいない。
地域の財団活動はそれ自体、活動の幅が広いことにも起因し、これまでの調査では
個別事業の成功・失敗の要因をその事業に関わったアクター単位の視点に求めること
が多かった。これに対して、事業に関わったそれぞれのアクター間の関係や、そうい
った関係が形成された経緯もまた、機能し続ける財団活動の要因分析に有用な手がか
りを与えてくれると考えられる。
そこで我々は、先に述べた東近江三方よし基金に着目し、その特徴がどのようなと
ころから生じ来るものなのか、これまであまり掘り下げられてこなかった地域の文
脈や基金設立の経緯に着目して現在の姿となった要因を探った。つまり、前史にある
どのような取組の積み重ねによって、同基金の先駆的な仕組みが制度化され、今なお
柔軟に発展できているのかを紐解くことを試みた。
先駆的な成功事例が「モデルケース」として安易に他へ移植できるかのように考え
られる中、地域の諸環境や諸条件、さらにはそういった制約で限られる選択肢のもと
で、多様な地域主体の内発的な動機に基づいて、制度を選び構築することはそれほど
簡単ではない。地域づくりの活動を一過性のものに終わらせないためには、行政や事
業者など単一の組織の傑出した個の力だけが必要なのではなく、それにも増して状況
に応じて協働できる柔軟な関係性が不可欠なように思われる。そうだとすればこの研
究の意義は、地域のアクター間の柔軟な関係性がどのように形成され、またそれが現
在どのように活きているのかについて知るところにある。
本研究ノートは上記の狙いに基づいた調査で得られた特徴ある情報の速報的共有を
意図して、以下のとおり構成されている。次の第 2章では今回の調査対象について
概観を紹介し、なぜこの事例に焦点を当てたかについて述べる。また同基金の名称に
もなっている「東近江」ならびに「三方よし」について、その歴史を簡単に紹介しな
がら土地柄に関する情報を前提として共有する。続く第 3章では、今回の調査結果
を記述し、中心的な問いである基金設立に至る文脈について考察を行う。第 4章で
当初の目的に対する所見を整理し、第 5章でそれらを踏まえた今後の研究の展望を
まとめる。
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２．今回の調査対象と我々の問題意識

2-1. 東近江三方よし基金の概要と特徴
東近江三方よし基金は滋賀県東近江市に所在する、市域を活動エリアとするコミュ
ニティ財団である。2016年に一般財団法人として組織化され、2017年からは公益財
団法人として活動を展開している。2021年度時点では大きく括って 7種のメニュー
で活動実績を積み上げてきており、その効果や地域にもたらした好影響については先
行研究で紹介されている (中野 2021)。
詳細な事業のスキームなどは先述した先行研究に詳しいので、ここでは我々が訪問
した際に提供された一覧表を活用し、簡潔に述べるにとどめる。以下に掲載する図表
は今回のインタビュー調査のために新規に整理された情報であり、最新のものと考え
られる。これまでの研究においては、定款上の目的に沿った事業の分類や、東近江市
版 SIB事業に重点を置いた分析の色合いが濃かったのに対し、時系列ならびにプロ
グラム別に整理されている点で新しくまた有益である。ただしインタビュー時点で整
理が未完了、または進行中だった情報についてはフォローできていないことを付記し
ておきたい。
では図表 1に沿って同基金の横顔を端的に紹介する。同基金設立前にあたる 2016
年には、基本財の市民からの寄付集めと並行して、東近江市版 SIB事業が展開され
た。財団法人設立後には、東近江市からの SIB事業の運営のみならず、中央省庁か
らの実証プロジェクトなど、同基金が直接・間接的に活用できる資金を東近江市内外
から獲得し、事業のメニューを増やしてきた。そして 2022年現在では、東近江市版
SIB事業、寄付を原資とした冠基金による助成、湖東信用金庫と連携した制度融資な
どの多様なメニューを揃え、地域内からの寄付基金の他、国や県の政策資金、民間資
金などを充当しながら、地域課題の解決につながる複数のプロジェクトを実施してい
る。その諸活動は、「住民が自ら出資をし、事業展開をしていくモデルはまだ・・・
東近江モデル以外日本では存在していない」(深尾 2017：32)、「市民の 「志のあるお
金」 を元手にコミュニティビジネススタートアップ事業や福祉分野の地域課題に取り
組む事業者に出資をする方法」(中野 2021: 53)といったように、ローカル・ファイ
ナンスの理念に当てはまるものとして先行研究では論じられている。
同基金の先駆性としては、成果志向のプロジェクト運営、市民参加による自治意識
の形成、ソーシャルキャピタル蓄積の手段としての有効性などが具体的に指摘されて
きた（野口 2019：158-159）。また同基金設立にも関与した山口（2020）によれば、
同基金は「資金流出防止」「外部資金獲得」「地域循環」といった地域経済の課題をめ
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ぐる議論から生まれてきていることも報告されている。地域の課題解決に向けた地域
内資金循環の向上に寄与する仕掛けとしても認識されていることで、その先駆性なら
びに効果効用は他地域からも注目を集めている。雲南コミュニティ基金、南砺幸せ未
来基金などがこの東近江三方よし基金を参考に設立され、休眠預金事業においてはこ
の三者が提携して採択されたことも、その一つの表れである。
そうした東近江三方よし基金に関して、これまでの研究においてはスキームの新し
さや時期的な理由から、東近江市版 SIB事業に着目し成果連動型の助成金の支払い
の仕組みや効用が分析されることが多かった。例えば、事業者と成果目標を協議しな
がら設定することにより、市民からもその成果目標への共感を引き出す仕掛けなどで
ある (中野 2021)。今回のインタビュー時点では支援メニューも充実してきているこ
とから、そもそも SIBに限らず他のプログラム、例えば寄付金を原資とした公益助
成にも共通する特徴がみられるのではないかという点も本研究で注目したポイントの

図表１：東近江三方よし基金のこれまでの足跡
2016 2017 2018 2019 2020 2021

転移所務事定認益公立設人法団財般一会備準立設

寄付活用

休眠預金活用

(コレクティブインパクト

事業）

未来投資創出事業

行政との協働

法人運営

調査研究事業

東近江市版
SIB事業

公益活動助成

社会的投資推進

コミュニティ融資

2事業4事業

5,630千円
4事業5事業4事業

自然環境を活かした新・近江商人応援事業 2018～2020年

東近江の森と人をつなぐあかね基金 2019年～

新型コロナウィル
ス対策のための
子ども・若者への

新型コロナウィルス対応緊急支援
助成2020年～

活動支援事業 2020年～

京都・北都・湖東信金によるわがまち基金事業 2019年～

まちづくりファンド創設検討 2020年～

湖東信金と連携した制度融資検討 2019年～

イヌワシの棲む森づくり 2017～2018年

地域で育むアイデンティティ

2017～2018年

ガバメントクラウドファンディング
（東近江１００年の森づくり）事務局設置 役員就任 2017年～

厚生労働省実証事業 2017～2019年

環境省実証事業 2017～2020年

国土交通省実証事

（出典）東近江三方よし基金提供資料をもとに著者ら作成。
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一つである。

2-2. 基金設立の遠因となる土地の風土：三方よしの名称
さて本論に入る前にもう一つ、当該基金が立地する近江地域の地史についてごく簡
単に振り返っておきたい。周知のとおり基金名称にも使われている「三方よし」は近
江商人を表した言葉であり、そのような土地柄は基金の設立に影響を及ぼしていると
考えられるからである。
東近江市は平成の大合併他、幾次にも亘る合併を経てできた比較的新しい市であ
る。そもそも湖東・近江地方は琵琶湖の水上交通もあり古来より交通の要衝で、「近
江を制する者は天下を制す」とも言われた。事実、戦国・安土桃山期にはこの周辺に
信長や秀吉にゆかりの安土城、長浜城、佐和山城も築かれるなど常に権力者の関心を
集めた地域であった。なかでも東近江市は中山道、東海道、鯖街道、北国街道、朝鮮
人街道、八風街道と多くの主要な街道が通り、東西の文物が交差する重要地点であっ
た。
中世を通じて東近江市域の領主であったのは佐々木六角氏で、これを支える伊庭
氏、後藤氏ら国衆たちがこの地には多く住んでいた。また東近江市には、中世の民衆
が残した古文書が全国的にみても数多く残っている。国指定重要文化財今堀日吉神社
文書をはじめ、市指定の光明寺文書・端家文書・山部神社中世文書・八王子法橋伝来
文書・押立神社文書・八王子稚児宿伝来文書がある。これらの記述から、掟を決め、
森林などの共有財産の管理、相論の裁定、年貢の納入などを、神社を中心にした惣村
組織で行っていたことが、市のウェブサイトでも紹介されている。時代が下り江戸期
に入ると近江の地には彦根藩の所領の外に幕府天領、さらには大小さまざまな大名旗
本たちの所領飛び地が入り混じる。これは秀吉が遠隔地の有力大名に京都での暮らし
の便宜を図るために分け与えた「在京賄料」に由来すると考えられている。つまり当
地は、比較的小規模に区切られた地域が並び立ち、水利をはじめ互いに調整をつけな
がら暮らしを立ててきた地域なのである。
明治維新後は、廃藩置県後になされた府県統合から、その後市町村制の施行とそれ
にともなう明治の大合併、さらには昭和の大合併（1953年）を経て現在の市町村の
原型となる 1市 5町 1村ができてきた。
これらのような過程および地勢的な事情から当該地域では自治の下地があったとこ
ろに、その交通の便を最大限に生かすことで近江商人と呼ばれる力を持った商人が生
まれた。「商いというものは、適正な利益を得て、売り手も買い手も満足する取り引
きでなければならない。そして、その取り引きで得られた利益は、広く地域社会全体
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の幸福につながるものでなければならない」という共存共栄の精神（近江商人博物館
サイト）が現代になって三方よしという言葉に集約された。東近江地域は今も、共
存共栄を重んじる近江商人の町であることが大きなシンボルになっており、例えば、
2010年開催の「緑の分権改革推進会議第一分科会第 1回」に出された東近江市の資
料でも「三方よし」とその説明が取り上げられている（東近江市 2010）。このように
近江地域にはその気風が今なお色濃く残り、今回取り上げる基金名称の由来ともなっ
ている。

３．東近江三方よし基金設立前の経緯

3-1. 東近江市の環境計画から包括的な未来像へ
これまで先行研究の多くでは、本基金設立のきっかけとして 2015年のコミュニテ

ィファンド研究会の存在が指摘されてきた。しかし東近江市三方よし基金誕生の背
景を探るには、2010年前後からの「2030年の東近江市の将来像をめぐる市民・事業
者・行政の三者による対話」の過程に遡る必要があると考えられる。なぜならこの対
話の過程があったことで、市民・事業者・行政の関係は緊密さを増すこととなったか
らである。その社会関係資本が基金設立時の基本財約 300万円の寄付の中心的な役
割を果たした他、基金が東近江市役所の各種計画の中に位置づけられ、さらには基金
の事務局が市役所にオフィスを構えながら、行政ベンチャー的役割を担い、市役所と
相互補完的な関係性を築く基礎となってきたと解釈できる。また、東近江市の 2030
年の将来像を、市民・事業者・行政の三者の間で対話するなかで地域資源が多元的な
「資本」として認識されてきた経緯もある。このことにより、基金の設立目的に、多
元的な地域資源の循環と蓄積が明記された他、基金の成果指標づくりにおいても、狭
義の経済的指標に還元されない地域の実情に即した観点が活かされた。
そこで我々はまず、包括的な東近江の未来像がいかにして策定されてきたのか、そ
してその未来像の中に、基金構想がいかに位置付けられてきたのかを、2010年代初
頭の市民・事業者・行政の対話に遡って見ていくことから始めたい。

2006年 3月に制定された「東近江市民の豊かな環境と風土づくり条例」の理念に
基づき、2009年 3月に「東近江市環境基本計画」(第一次 )が策定された。この第一
次計画策定にあたっては、市民、市民団体、事業者及び行政が対等の立場で参加し、
共通のテーブルで環境への取り組みを協議、推進する組織として 2009年 2月～ 2011
年 3月にかけて、おおよそ 10回 (円卓会議６回、有志による会議 4回 )にわたり「ひ
がしおうみ環境円卓会議」が実施された。
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環境計画の策定の一環として始まった「ひがしおうみ環境円卓会議」であったが、
会議の当初から環境問題に止まらない幅広い分野・領域を包含した議論の必要性が想
定され、環境保全のみの対策では東近江市が抱える課題解決には不十分であるという
認識が参加者の間で共有されていた。そのことは会議に召集された委員が農業や環境
学の有識者のみならず、まちづくり、福祉、金融、さらには企業や金融、コミュニテ
ィ分野と非常に多岐にわたることにも顕れている。
同円卓会議では、東近江市の将来あるべき持続可能なまちの姿や、その姿を実現す
るための指標設定について議論され、その成果は「2030年東近江市の将来像 2010年
度版」としてとりまとめられた。後述するように、2016年に基金が基本財の約 300
万円を市民から集める際、同円卓会議に参加した市民・行政の代表 50人が中心的な
役割を果たしていた（中野 2021）。そうした側面を見て、2010年代からの市民・行
政参画による環境計画・東近江の未来像の実現に向けた手段が具現化していったもの
として、東近江三方よし基金を捉えることも可能だと考えられる。
その後この「2030年東近江市の将来像 2010年度版」の内容は、2017年度に策定
される「第二次東近江市環境基本計画」(計画期間 2017年度～ 2025年度 )に盛り込
まれた。第二次計画には、「東近江市が持つ豊かな自然と市民の営みが有機的につな
がり、市民が豊かさを感じる循環共生型社会」が目指すべき将来像として描かれた。
そして社会経済の前提として自然環境や人間関係の豊かさの重要性を再確認し、地域
資源の見直しと可視化が試みられた (地球環境パートナーシッププラザ 2018)。その
内容はまず、地域資源のあらゆる基盤として山里川湖や生物などの「自然資本」を位
置付け、その上に人が作り出した仕組み、建築物、道路、住宅、公園などの「人工資
本」、人の能力、人口、健康、教育など「人的資本」、人々が持つ信頼関係や人間関
係、ネットワーク、家族、友人、規範など「社会関係資本」が育まれる。そしてそれ
によって、歴史、祭り、生活文化など「文化資本」が蓄積されるという関係性である
（図表 2）。
第二次計画では、住民による持続可能な地域づくりや、地域の特性やつながりを生
かすことが重視され、上述のように多元的に定義された「地域資源」を (1)活用し、
(2)見直し、保全・再生するとともに、(3)地域資源をつなぐ仕組み作りを推進する
ことが、３つの基本方針とされた。
この第 (3)の基本方針である「地域資源をつなぐ仕組み作り」に関して、同基本計
画には「環境活動を行う市民をつなぐ場として、課題共有や事業の動機づくりを行う
『東近江市環境円卓会議』 と、市民活動の資金支援を行う 『東近江三方よし基金』 が
連携します」と明確に述べられており、円卓会議の運営団体である東近江市の中間支
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援組織「認定 NPO法人まちづくりネット東近江」と連携する基金の存在が、環境基
本計画のなかに位置付けられたことが見て取れる (中野 2021:56)。
一方で、こうした多元的な地域資源に対する捉え方は、第二次東近江市環境基本計
画策定と同年に設立される東近江三方よし基金の設立目的にも反映されている。東近
江市三方よし基金の定款の目的の項には、「この法人は、東近江市の地域的課題を、
同市の豊かで特色ある自然資本・人工資本・人的資本・社会関係資本といった 「地域
資源」 を活かしつつ解決を目指す多様な主体並びにその取組みに対し、それらを市民
自らが支える仕組みを構築することを通じて、「未来資本」 を創出し、東近江市地域
の活性化及び循環共生型の社会づくりに資することを目的とする」と記されている。
そしてこの地域資源に関する多元的な理解の深まりは、本基金設立後、事務局や理
事らが事業者とともに策定する成果目標へも影響を与えているように推察される。例
えば日本の自治体の多くで採用される SIB事業では、経済合理性と比較的合致しやす
い医療や福祉といった社会保障分野、さらには引きこもりの就労支援といった成果目
標を設定して、金銭的に換算したアップサイド・ダウンサイドの税収変化を計測する

図表２：東近江市の第二次環境基本計画基本方針と「地域資源」の関係

（出典）東近江市 (2022)『第二次環境基本計画中間見直し【概要版】』
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ことにより事業の成果を経済的指標に置き換えて把握することが多い (江夏 2019)。
それに対して本基金では、日本の自治体 SIB事業では珍しい、「自然資本」や「社会
関係資本」の蓄積を評価指標とした取り組みがなされている。たとえば、川の関係人
口を評価指標とし、川に関わる人 (川がき )を増やす地域取り組み (公益財団法人東
近江三方よし基金 2021)や、こども食堂における「社会関係資本」の増加を評価指標
とした事業 (中野 2021)への助成の事例がこれに当てはまる。こうした事例が実現す
る背景として、上述したような東近江の「地域資源」を自然資本、人工資本、人的資
本、社会関係資本、文化資本の多元的な蓄積と捉えることに対して、市民・事業者・
行政の間で一定の共通理解があったと考えられるのである。
このように、2010年代初頭に行政の環境計画策定から展開された市民・事業者・
行政による将来の東近江像の構想は、結果としてこれまで行政が専ら担ってきた「地
域資源」の可視化と「地域資源」の蓄積を、三者で協働して行う契機となった。こう
した市民・事業者・行政の連携は、基金設立後の基金・事業者間の関係においても、
地域課題の解決を最優先する伴走体制として体現されてきたと言える。
以上、本節では東近江三方よし基金を、2010年代に策定された東近江市の環境計

画および将来像「2030年の姿」からの持続可能な地域づくり活動の過程に位置づけ、
関係性を述べてきた。次いで次節では、財団法人設立に時を進め、東近江三方よし基
金が地域の基金としていかなる問題意識と経緯のもとで形作られてきたのかを詳細に
記述する。

3-2. 新たな地域資金の流れから基金設立へ
東近江市の環境計画の策定が進められた 2010年代には、並行して地域の分権化や

地域内での地域資源の循環の必要性の認識も進んでいった。民主党政権下の 2010年、
政府は地域分権改革を重要政策の一つとして掲げ、「緑の分権改革」を推進していた。
東近江市でも「緑の分権改革課」を設置し、総務省および滋賀県からの事業委託を受
け、太陽光や小水力、バイオマス資源などのクリーンエネルギーの利活用の調査実験
を推進していた (西澤 2010：27)。これに関連して、学識者や市内の団体代表らでつ
くる「東近江緑の分権改革研究会」が設置され、資金調達、情報発信、地産地消の３
つが分科会のテーマとして採択された。そのうち、資金調達の分科会では 2008年に
京都地域創造基金を設立した深尾氏が講師として招かれ、地域のソーシャルビジネス
を営む非営利の事業団体の多くが資金難であることなどが議論された。そのことは分
科会の報告書でも、市民ファンドの組成の可能性に言及される形で残されており、基
金の設立の萌芽となっていったのである。
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深尾氏らを招聘した研究会の設立当初から資金調達の方法への関心も高く地域基金
の設立のアイデアもあったが、当時はその方法が不透明で、それが具体化されるの
は、2015年以降の資金調達環境の変化を待たねばならなかった。

2015年当時、休眠預金、遺贈寄付、SIBなどの議論が盛んになっていた。これを
潮目とみた行政担当者により基金設立に向けた検討会が設置され、市は環境基本計画
の見直しと同じく地域のお金の流れを検討する場としてコミュニティ財団研究会を発
足させた。金融、まちづくり協議会や NPO、そして地元の信用金庫から有識者を招
聘した調査検討会を組織し、約半年をかけて検討した。その過程で地域から域外の都
市にお金が流れている実態が明らかになり、地域経済循環の重要性が改めて認識さ
れ、地域には行政とは「別のお財布」が必要という議論が行われた (山口 2020)。検
討会の結論としては、財団法人などの受け皿を設立し、寄付だけでなく、融資や投資
も包含した資金を地域循環させることが構想され、具体的な活動の第一歩として後述
する東近江市版 SIBに焦点が絞られた。
この東近江市版 SIBは、上述の研究会において深尾氏が発案し、その資金の使い

方や成果評価などが検討され、他の研究会メンバーからも賛意が得られた。それによ
り本来資金を管理すべき基金本体が設立される前から、東近江市版 SIB事業を並行
して実施することが決まり、実際に 2016年には市の事業として 4案件が組成された。
これが東近江市コミュニティビジネススタートアップ支援事業である。この事業にお
いては、主管たる東近江市まちづくり協働課の他にまちづくりネットが参画して採択
事業者のサポートを行った (中野 2021)。
同時に 2016年度には、設立準備会を設置して、一般財団法人の設立時基本財産

300万円を寄付によって集めることに乗り出した。この寄付運動は、結果として 772
人から 300万 1千円の寄付を達成し、翌年に一般財団法人として基金の設立に結実
するのであるが、設立準備会議の委員ならびに 50人程度のファンドレイジングチー
ムがそれを可能としたという。このチームは市役所の職員ではなく、上述の円卓会議
などを通じて緩やかにつながりが形成されていた市民や民間事業者、ＮＰＯ団体など
のメンバーであった。事務局長は当時を振り返り、彼らおよそ 50名の方々の人徳を
強調した。彼らがどのように選ばれたのかという問いに対し、環境・産業・福祉・ま
ちづくりなどの各領域のキーマンを集める飲み会が、2010年代を通して続けられる
うちに参加者は 100人程度の規模にもなり、リストアップしてみると 300名ほどの
名簿ができていたというエピソードを開陳いただいた。その中でも毎回参加している
人や地域の顔役など、とくに寄付集めの役割に適していそうな方を事務局で選定し、
無償でこのファンドレイジングチームに携わってくれるよう働きかけをしたとのこと
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であった。
運動開始前は寄付者 1口 1万円で、300口集めることを想定していた。だが、事務
局内部において、「それでは設立時に 300人しか関与できない。人口の１％に関わっ
てもらうことを目標にすべきであり、東近江市 11万人の人口を考えれば１口 3千円
として 1000人集めるのはどうか」という声があがったことから、より多くの市民を
巻き込む方向へ舵を切った。しかしそれは簡単な道のりではなく、ノルマ達成に向け
て毎月グラフをつくり集金状況の可視化を行うなど、「半年の間銀行の営業担当者の
ように集金活動を行った」と事務局長は振り返る。この基金設立時の寄付運動の困難
さは、その時点では使途のはっきりしないことにお金を出して貰うことに起因してい
た。それをよく表すエピソードとして、後になって成果報告会などの場面で「これが
あの時の３千円か！（今わかった）」という声があがることもあったという。事業資
金でなく、設立時資金というある意味で “塩漬け ”になる資金集めを可能にしたのは、
先述のファンドレイジングチームの構成員の信用が大きかったというが、おそらくそ
れが本音であろう。

４． 市民・事業者・行政の三者が関わる基金の仕組み：経緯から見
えてきたその源泉

さて、本報告では冒頭に述べたように、「なぜ財団が今在る形を獲得し機能できて
いるのか」を探るべく、基金の特徴的な活動スタイルのもとになった根の部分、つま
り基金設立前の経緯に遡った。東近江三方よし基金の先進性は特定のアクターによる
アイデアの所産にのみ依拠するものではなく、基金が成立する以前から積み重ねられ
てきた地域での議論とそこから内発的に生じてきた意思に基づくもので、それこそ
が他地域の基金や SIBと異なる東近江の独自性を形作ったと考えられる。そこで第
2章で触れた同基金の特徴的な活動、ならびに第 3章で報告した設立前後の経緯につ
いての情報から、市民・事業者・行政の三者の関係性にフォーカスして、我々が東近
江地域でのコミュニティ財団の独自性を生み出した源泉だと考えるポイントを以下の
３つの節に亘って整理する。
その 1つ目は、市民・事業者・行政の三者のつながりの形成である。そもそもこ
れらのアクターが立場を超えてつながることから、基金は成立に向けて動き始めた。
2つ目は、つながりの中での価値観の共有である。単にコミュニケーションが深まっ
ただけでは何も生まれない。そこに価値観が共有されることで連携に方向性が生まれ
ることになった。そして 3点目は、具体的な取組として形を成し現在なお展開し続
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けている事業の実施スタイルである。伴走型の実施スタイルは本基金の強みである
が、それが形作られたのもまたこれまでの過程があったからこそである。

4-1. 土台としての東近江市の市民・事業者・行政のつながり形成
まず、市民・事業者・行政の三者が集った 2010年代初頭の円卓会議を契機とする

対話の場が、持続的に地域の社会関係資本を蓄積させた。この円卓会議や地域ネット
ワークつくりによって結ばれた市民のうち約 50名が、同財団の基本財の寄付を集め
る上での主体的な役割を果たしたことはすでに述べたが、そうした多様な分野におけ
る地域活動の中心的なメンバーに止まらず、広く市民から寄付を集めたことは、同基
金が依拠する市民からの協力・理解を、より広く浸透させ、ひいてはその事業を円滑
に推進する上での下支えとなっているとも言える。また、決して都市部でもない東近
江市が全国他市に先駆けて市を領域とするコミュニティ財団の設立を実現できた要因
は、地域循環型経済の実現や地域資源に対する理解の深まりから同基金設立への機運
が市の職員や市の事業者に広く共有されていたことにもあると我々は考える。

4-2. つながりの中での価値観の共有：多様な資本の言語化と共有化
このような三者の協力で生み出され、言語化されたビジョンや価値観は、基金の助
成対象の選定にも反映されている。例えば、上述の地域の「自然資本」である川の保
全を、川の関係人口を評価指標とした、『そとイコ 「川ガキ育成塾」』のプログラムづ
くりプロジェク事業や、こども食堂を中心に地域の「社会関係資本」を蓄積させ可視
化させることを評価指標とした事業などは、その最たる例である。こうした地域の未
来像や価値観に根差した評価指標の策定は、前段で述べたように、2010年代からの
環境計画の議論を経験しそこから三者の間で持たれた、東近江の未来像や大切にした
い価値観を育み共有してきた時間に根差していた。

4-3. 伴走支援に表出する連携
三者の関係性は基金の成立をゴールとしていたわけではない。基金の活動において
も制度的に反映されていたことが今回の調査で見出された。市民・事業者・行政、と
きには外部の有識者を能動的に参画させる以下のような各仕掛けが埋め込まれている
ことがわかったのである。

【成果指標】…成果指標に関して言えば、従来の研究で指摘されてきた SIB事業以外
のメニュー執行においても基金は「成果指標」を作成していることが、今回の調査を
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経て分かった。しかもそれは SIB事業と同様に徹底した伴走支援のもとで作られて
いた。具体例として 2021年に公募を開始した「ＫＢＭありがとうカンパニー基金」
の採択団体のケースなどが挙げられる。「ガリ版コレクションアーカイブプロジェク
ト」が採択され成果目標として「つながりの増加」「つながりの見える化」「アーカイ
ブの公開」が設定された。採択時に 8割の助成金が支払われ、事業終了時に成果目
標が達成された場合に審査会を経て残りの助成金が支払われるという成果連動型支払
いを非 SIB事業でも採用している (東近江三方よし基金ウェブサイト）。この成果目
標も、基金側で策定し一方的にそれを押し付けるのではなく、審査プロセスにおいて
双方が納得するまで、課題解決に向けたロードマップを作成しながら「ロジックモデ
ル」風に設計したとのことである。それら成果指標の審査プロセスもまた、行政が通
常助成する際のそれと異なるものであることも分かった。

【審査過程】…成果指標がより重要となる SIB事業の審査過程においては 5人程度の
委員会が設置され、そのメンバーも行政側 1名、基金理事 2名（うち 1名は東近江
市副市長と兼任）、地域金融機関や大学職員等の専門家 2名と、幅広いステークホル
ダーが含まれた。この委員会が申請団体ごとに協働して成果指標を設定している。こ
の意義についてインタビューにおいては２つのことが語られた。ひとつは「時間が経
過するにつれて、担当者も助成対象の企画の意義や目的、達成度を考える機会を設け
にくくなり、助成した後の評価や振り返りが不十分になる傾向がある」という問題意
識である。さらにもうひとつは「資金提供側という意識でなく、課題解決を行う仲間
になる」という効果があり、それを意識しているとのことである。

【プログラム・オフィサー】…加えて発見されたこととしては、財団理事も、無報酬
にもかかわらず、案件の採択の可否のみならず取組の充実に関与することで、「審査
者」ではなく「プログラム・オフィサー」として活動しているとのことである。この
結果、財団が従来型の資金提供組織に止まることなく、地域の事業者との連携やプ
ロジェクト実施に関するノウハウが基金・助成団体に共有・蓄積される。この現象
は、理事である市民と事業者の間の連帯を生み、同時に基金と事業者の間での伴走体
制を、仕組み化する役割を果たしていると言える。実際に、その形成された知見を
「HIGASHIOMI PROGRAM OFFICERʼS GUIDE BOOK」と題するパンフレットを
作成することで可視化して、新たなプログラム・オフィサーを育成しようとする動き
もあることがわかった。
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【案件組成】…さらに、基金は事業者からの申請を待つだけではなく、地域に出かけ
て行き、将来事業者となりえそうな団体と、常日頃からコミュニケーションを取るこ
とにより、その団体の取組みに適したプログラムを紹介することや、場合によっては
相手を促しつつ、課題解決案件の組成の段階から関与することもあることもわかっ
た。そこまで積極的に踏み込むことで、その課題に関するいわば同志となる。ただ、
最終的には実行者が主体的な判断で企画の立ち上げを行うのを待つので、助成受給団
体側の能動的な意識を高めることに一役買っていることも判明した。

これらのように同基金の執行スタイルにおいても、三者の協働関係が自然に埋め込
まれている。こうした活動のスタイルは基金を設立する際に関係者で取り決めたもの
ではなかった。むしろ順序は逆で、地域のためにこのような伴走型のスタイルで市民
を巻き込んでいく仕掛けが必要だったからこそ、このような運営体制が構築され、今
もなお進化しているのであった。こうした意味でも、本論考が明らかにした基金の設
立前の経緯すなわち、市民・事業者・行政が地域の未来像について対話を重ね、地域
資源を可視化・蓄積していったことが、2016年の設立後の多様な事業展開へ同基金
を方向付けた重要な伏線であったと言える。東近江版 SIB事業のような特定のプロ
グラムだけに見られる先駆性ではなく、深く共通した文脈の上に成り立つものなので
ある。

５．今後の研究展望

以上のとおり、コミュニティ財団活動といっても様々なものがあるなかで、今回調
査した東近江三方よし基金においてはその成立前・設立経緯が今の形につながってい
たことが分かった。さらに財団単体に注目するのではなく、市民、事業者や行政をは
じめとする多様なステークホルダーとの関係性を通して見ることで、なぜコミュニテ
ィ財団が現在のような形をとり、そして機能しているのかを理解する大きな手がかり
を得ることもできた。今回の調査を行ったことにより、基金設立前後、とくに設立前
の伏線がその後の基金のあり様に結びついていることと、基金そのもののみならず、
市民・事業者・行政の三者関係を加えて、時系列的に分析することの重要性が示唆さ
れたと我々は考える。
今後は、こうした経緯による分析や、市民・事業者・行政の三者関係分析のなかに
各コミュニティ財団を位置付けることで、事業視点だけではない、地域の三者関係や
地域の文脈を踏まえた財団間の比較分析が可能になると考えられる。また取り上げた
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事例のようなコミュニティ財団ばかりがローカル・ファイナンスの形ではない。地
方債のほか、SIB、プロジェクト・ファイナンス、クラウド・ファンディング、まち
づくりファンド、ふるさと納税等、自治体の資金調達における努力は拡大し、ローカ
ル・ファイナンスの方法も多様化していく中で、コミュニティ財団に限らず、地域に
出入りする資金の流れと、それを可能にする制度、そしてそうした制度・資金を活用
する地域アクターを整理していくことによって、地域における資金循環を高める取組
に役立つより広範な知見の発見が期待できるようになる。そのような研究は、地域開
発とその主体に関して、外部資本による全国画一的な開発へのアンチテーゼとしての
議論を含む、内発的発展論の系譜をも想起させる。その地域ならではの制約条件を見
つめながら、主体的な選択構築を行っていく営みを記述することも、本研究から展望
できる一つのテーマだと考えている。
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