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●直接メールで登録する方法

登 録 方 法

●QRコードから登録する方法

大阪府警察が発信している
「安まちメール」
身の危険を感じたり、不審者を見かけたら
すぐに110番通報をしましょう。

touroku@info.police.pref.osaka.jpに空メールを送信
してください。

バーコードリーダー機能付きの携帯
等で、QRコードを読み取り、大阪府警
察ホームページにアクセスできます。

協力：大阪府警察

内容：自転車に跨った男性がズボンのチャックから陰部を
見せる公然わいせつ事案が発生しました。
その他：犯人は年齢20代半ばくらい、身長170cmくらい、
中肉、黒色短髪、黒色Ｔシャツ、色不明のズボン着用。

発信：高槻警察署
発生日時：7月17日　14:15
発生場所：高槻市天川町7番付近

発生状況：小学生女児2名が遊んでいたところ、男が近づ
いてきて陰部を露出、自慰行為をするという事案が発生し
ました。
犯人：男は、年齢40歳代、165センチ位の小太りで、黒色Ｔ
シャツ、緑色ズボンを着用、白色ショルダーバック所持、黒
色自転車に乗車。

発信：高槻警察署
発生日時：7月17日 14:40
発生場所：高槻市高垣町6番付近

告知内容：7月14日より、高槻市内在住の高齢者方に介
護施設職員を騙る者から「あなたの口座に分割してお金を
入れるので口座を教えてほしい」等と特殊詐欺と思われる
電話がありました。

発信：高槻警察署
発信日時：7月16日 18:30

発生状況：小学校低学年の女生徒が一人で帰宅していた
ところ、すれ違った男に後をつけられ、後方から写真を撮られ
るという事案が発生しました。
犯人：身長170センチ位、小太り、緑と黒のボーダー柄半袖
シャツ、ズボン、黒フルフェイスをかぶり黒色原付に乗車。

発信：摂津警察署
発生日時：7月15日 13:50
発生場所：摂津市 新在家1-9 先路上

告知内容：停車中の白色乗用車内で、40歳代の男が下
半身を露出する事案が発生しました。

発信：摂津警察署
発生日時：7月14日　18:20頃
発生場所：摂津市鳥飼上3丁目4番付近

発生状況：下校中の小学校低学年女児が男から「こっち
においで、お母さんが呼んでるよ」と声を掛けられる事案が
発生しました。
犯人：男は年齢60歳位、身長170センチ位、灰色の上下
服、あごひげ、黒髪。

発信：高槻警察署
発生日時：7月13日 16:40
発生場所：高槻市富田町4丁目3番付近

木市民はもとより、北摂地域一
帯の夏の風物詩として多くの人
たちに親しまれている辯天さん

の花火大会。一旦中止されていたが、市民
から再開を望む声が多く寄せられたことも
あり、今夏8/8（月）3年ぶりに再開される。当
日は、ブラスバンド演奏や、盆踊りなども開催
される。にぎやかな夏の一日が復活すると
あって待ち遠しい市民の方たちも多いので

はないだろうか。なお当日駐車場は無し。
露店・屋台の出店は実施されないとのこ
となので、熱中症対策の上からも十分な
飲料水を持参しての来場を。

茨

大阪・北摂、夏の風物詩
辯天さんの花火大会が
3年ぶりに開催

槻現代劇場の市立市民会館
（＝市民会館）が平成34年の
開館を予定し、建て替えを進

めていることがわかった。市民会館は高
槻市の文化芸術の発展のため昭和39
年に開館。昨今では老朽化が進行し、高
槻市では建て替え整備が大きな課題と
なっていた。
　高槻市がこれまで実施したアンケート
では、「施設のバリアフリー化」「トイレの
増設」「駐車場の充実」「舞台の演出機
能の充実」など、近年の舞台芸術の演出
や、多様化する市民のニーズに対応しき
れていないと、老朽化に伴う現市民会館
の課題が挙がった。

　高槻市では平成26年度に建替基本計
画を策定し、平成27年度に公募型プロポ
ーザルにより設計業者を選定した。平成30
年度までに設計をまとめ、34年の開館を目
指すものとしている。「施設の利便性が向
上し、ひと・まち・未来が輝く文化芸術の創
造・発信拠点となるよう新文化施設の整
備を着実に進めていきたい」と高槻市の
藤澤さんは語る。

高

高槻現代劇場の市民会館
平成34年 建て替えを計画

　目的は資金調達と
　ファンづくり

ラウドファンディングとは、新しい
事業や製品開発のプロジェク
ト内容をインターネット上で提

示し、不特定多数の人に資金協力を呼
びかける方法。主に「投資型」「購入型」

「寄付型」の3タイプがある。豊中商工会
議所は、2013年から投資型クラウドファン
ディングのミュージックセキュリティーズと業
務提携し、ビジネス支援制度「CCIファンズ
」を開始。豊中商工会議所では“ファンク
ラブ型資金調達支援事業”と位置付け
ている。この仕組みを使って、資金調達だ
けでなく、プロジェクトに共感・感動するファ
ンをつくり、商品やサービスの購入や口コミ
での拡散にもつなげることができ、すでに
増収につなげた事業者もある。
　投資型のプラットフォームを運営するに
は、金融商品取引法のもと、金融商品取
引業者として登録が必要（寄付型や購入
型の場合は、金融商品取引法の規制は
受けない）。そのため、利用する事業者も、
会社情報はもちろんのこと、財務内容や
事業計画、資金用途など細かく公開。綿
密な審査があり、初期費用や運営手数料
もかかる。投資家に進捗状況や売り上げ
報告をする義務もある。
　投資型は、計画通りの売上がなけれ
ば元本割れするなど、投資家にもリスク
が伴う。しかしそれだけに事業者も期待
に応えようと懸命に事業に取り組むという。
吉田さんは、「投資家は、配当目当てでは
なく、その事業に共感し、応援したい、事
業に参画したいと思っている人が多い。
事業者にはそれなりの覚悟が必要です
が、そういった応援してくれるファンを増や
し、SNSでの情報発
信やイベント開催な
ど、ファンと良い関係
を築ける意義は大き
いです」と話す。

　活用事例①
　2年で急成長「鯖や」

007年設立の「鯖や」は、豊中
市庄内を拠点に鯖寿司専門
店を経営し、スーパーや百貨

店などで販売する事業者だったが、2013
年にとろさば専門の飲食店を立ち上げる
ため、開店資金の調達にCCIファンズを活
用。すると、とろさばに絞ったユニークなコ
ンセプトが話題となり、4カ月足らずで目
標金額の約1,800万を達成。2014年1
月、大阪市福島区に「とろさば料理専門店
SABAR」1号店をオープンした。その後、
東京の恵比寿に3号店を出店した際もクラ
ウドファンディングを活用して着実にファン
を増やし続けた。
　一方で、鯖やがクラウドファンディングを
はじめた当初、利用する事業者はベンチ
ャー企業やクリエイターが多く、飲食店の
成功例は少なかった。あえてクラウドファ
ンディングに挑戦した理由を右田氏はこ
う語る。

　「クラウドファンディングは今後ブームに
なると確信していました。それに、アイデア
で勝負する自分たちのスタイルに向いて
いると思ったんです」

　今年7月には初の
海外店をシンガポー
ルにオープンさせた。
飲食店立ち上げか
らわずか2年で海外
にも出店し、現在は
国内外合わせて12
店舗に。売上高は2012年の2億円から11
億円へと急成長を遂げた。その要因につ
いて右田氏は「なによりも、鯖に対する熱
意。とろさばをもっと世に広げたいという熱
い想いです。そして、どうやって投資家
のみなさんに喜んでもらえるか、リター
ンをじっくり練り上げることが大事」と話す。
　今後も、投資家がオーナーになれる鯖
のテーマパークやDHAなどの栄養機能
性を上げた鯖の養殖など、クラウドファンデ
ィングを活用した革新的な事業を計画し
ているという。

　活用事例②
　箕面でオリーブ栽培

面にも、クラウドファンディングで
目標金額を達成させ、夢を叶え
ようとしている人がいる。自然派

ワインの販売店「北摂ワインズ」を営む冨
鶴高さんだ。冨鶴さんは以前より、箕面は

オリーブの栽培に適
していると感じ、独自
で調査。大阪初の
完全無農薬オリー
ブオイルの製造を思
案していた。そんな
とき、縁もあって傾斜
にある好立地の休

耕田を無償で貸してもらえることに。同時
期、苗の購入費用を集めるために、購入
型の「READYFOR」（レディーフォー）と
いうクラウドファンディングを利用しはじめ
た。結果21日間で苗購入用の資金120万
円、その後ビニルハウス建設用にプラス
60万円を集めることができた。そのリター
ンは、投資金額に応じた無農薬ワイン
や無添加調味料などだ。
　資金は順調に集まったが、本来の目的
はオリーブ事業を応援してくれる“仲間集
め”だったという。投資型の商品紹介のペ
ージは、プラットフォーム会社が制作する
が、購入型の場合は基本的に事業者本
人が書く。冨鶴さんは「文中に、出資して
くれる人がワクワクできること、そしてその
事業に対して当事者になれるイメージを
盛り込むことが大切」と話す。植樹式やバ
ーベキューなどのイベントに招待したり、オ
リーブオイルの生産が可能になった際に
は優先的に予約を受け付けたりする予定
だという。今後、圧搾機の購入に再度クラ
ウドファンディングを利用し、大阪初の完全
無農薬オリーブオイルの販売は3年後の
2019年を目指す。

全国で注目される施策や課題は、地域で暮らす私たち
にどう影響するのか？身近に起きた出来事やトレンドなど、
幅広い分野のニュースを紹介していきます。ネットでもさ
まざまなニュースを紹介しています。

クラウドファンディングで
地域ビジネスを活性化

シティライフNEWS　で検索
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　優れたアイデアや技術、想いを持ちながら、資金がないために新規ビジネスに挑戦できない事業
者は多い。こうした中で今、注目を集めているのが「クラウドファンディング」だ。自治体によるサポー
トも加わり、事業者に大きなチャンスを生んでいる。

投資家から小口の資金を集め、その投資事業の売上が投資家への分配原資となる（利益が出れば若干の配当もある）。
出資者限定の商品やイベント参加などの特典もある。

出資金を元手に開発した商品やサービスを支援者にリターンする方法。先物買いネットショップのようなもの。

出資者に対するリターンがないタイプ。被災地支援や途上国援助などに活用されている。

豊中商工会議所
地域活性化担当課長
経営指導員 吉田哲平さん

「鯖や」の看板商品 とろ鯖棒寿司

「北摂ワインズ」代表の
冨鶴高さん　

植樹からわずか2カ月足らずで、
たわわになったオリーブの実

株式会社鯖や
代表取締役 右田孝宣さん

投資型

購入型
寄付型

■クラウドファンディングの大まかなタイプ

Webサイト（プラットフォーム）

事業内容の情報提示1

資金の提供2

売上の一部や商品などの対価3

出 資 者 事 業 者

個人支援団体：お祭りを知らない孤児養護施設の子ど
も達と最高の人力祭をしたい

災害支援：震災の津波で流失したお地蔵様を再建し
たい

自治体の支援事業：キラリひょうごプロジェクト

個人活動：米国大学院でピアニストとして腕を磨きたい

イベント開催：産前産後女性の健康に関するシンポジ
ウムを開催したい

ある目的を持った個人や団体などの
事業者が、その目的を達成させるた
めにインターネット上で不特定多数
の人から資金を募る仕組み。目標金
額に達した場合に、出資者は商品
やサービス、売上の一部などを受け
取れる。

クラウドファンディングの仕組み（イメージ図）

多岐にわたるクラウドファンディングの活用例

出典：ミュージックセキュリティーズ

出典：READYFOR

自転車保険の加入
大阪府も義務化へ

月から大阪府では、自転車保険
の加入が義務化された。近年、
自転車事故に対する賠償責任

が高額になる傾向がある。神戸では、11歳
の子どもが起こした自転車事故に対し、そ
の親に9,500万円もの賠償金の支払いを命
じる判決が出た。そのことをきっかけに、兵
庫県では2015年10月に全国初で義務化と
なった。
　大阪府では、昨年の自転車事故の件
数が12,222件とワースト１。同年6月に改正
道路交通法が施行され、悪質な自転車運
転者に講習が義務付けられたが、全国で
初めて講習会が実施されたのは大阪府
だった。さらに、自転車関連の死亡事故が
増加傾向にあることも、義務化への一因

にある。ただ強制力はなく罰則規定までは
設けていない。
　自転車保険の目的の一つは、自転車利
用者本人がけがをしたり、他人にけがをさ
せたりしたときに負うリスクの軽減だ。火災
保険や損害保険の特約などに付帯して
いることもあるので、まずは自分が入ってい
る保険を確認することが先決。
　見るべきポイントは、
①個人賠償保障は1億円以上あるか
②示談交渉サービスが付いているか
③自分のケガの補償（傷害保険）がついて

いるか
④同居の家族全員が対象か、など。
併せて、日ごろから自転車の安全運転を心
がけたい。
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大阪府のホームページに
は、自転車保険に加入し
ているかチェックできるシ
ートが掲載されているので
参考に。

R千里丘駅の西口から大阪方
面への線路沿いの道路が整
備されている。平成28年3月30

日に開通した摂津市道「千里丘中央線」
は、吹田操車場跡地土地区画整理事業

（平成27年度で事業完了済み）における
同市の主体性あるまちづくり計画である
都市型居住ゾーン（居住機能を中心とし
た複合的な機能を持った土地利用）にふ
さわしい良好な居住環境を創出するた
め、千里丘地域の中央部を縦貫する幹
線街路として作られた。
　歩車分離や電線共同溝、インターロッキ
ング舗装等の整備による安全性の向上や
景観形成が図られたことから、地域住民も
安全・安心かつ快適に通行することができ

るようになった。平成28年7月現在、周辺街
区が未開発であるため、現時点での通行
量は多くはない。しかしながら、都市型居住
ゾーンにおける住宅開発や健都イノベー
ションパークにおける医療クラスター形成、
隣接する吹田市域における国立循環器病
研究センター等の開発が進むにつれ、この
道路の需要は高まってくると考えられる。

J

以前は一車線だった狭い道が、写真のように歩車分離
の安全で快適な道へと生まれ変わった。

千里丘～岸辺間に
新しい道路が完成

均年齢82歳の世界最高齢バ
ンドとして、2015年7月にギネス
認定された「ゴールデン・シニ

ア・トリオ」。メンバーは、関西ジャズシーン
の大御所で、89歳の鍋島直昶（ヴィブラ
フォン）、81歳の大塚善章さん（ピアノ）、
78歳の宮本直介さん（ベース）からなる。
2008年9月に結成以降7年間、音楽活動
を行なっている。若手バンドとは一線を画
す、円熟味を帯びたステージは、癒しに

満ちた空間を与えてくれる。ライブ活動も
盛んで、8月には北千里でのステージを控
えている。世界最高齢バンドが奏でる洗
練された「音」を是非。

平
ギネス公認の世界最高齢バンドが北千里に
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北摂唯一の平和祈念館
杉原千畝展を開催

田市では、恒久的世界平和の
実現を願い、「市民平和のつ
どい」という催しを毎夏行って

いる。当初、展示用の遺品を市民から募
集していたが、年々寄贈されることが増え、
1992年にそれらを展示するための施設

「吹田市立平和祈念資料館」（当時は
「平和祈念資料館」）が設立された。展示
物は戦時中の軍服や遺書、銃弾、生活用
品など多岐にわたっている。蔵書も4,000
冊以上あり、いまでは絶版となっている貴
重な書籍も。毎月6回ほど平和映画会も
行われ、映画やドキュメンタリードラマなど
を上映。子どもや若い世代も多く訪れる。
　市民平和のつどいは今年も吹田市文

化会館メイシアターで行われるが、当資料
館でも毎夏趣向を凝らしたイベントが行わ
れており、今年は「杉原千畝 写真パネル
展」を行う。また、夏の特別イベントとして
子ども映画会を二日間開催。鑑賞後は戦
時中のおもちゃ“興亜かるたとり”を体験す
ることもできる。

吹

■平和映画会「命のビザ」8月3日（水）、4日（木）、6日（土）、7日
（日）、17日（水）、18日（木）各日14時～ 先着40名
※未就学児の入場不可
■子どもへいわえいがかい「おかあちゃんごめんね」
8月20日（土）、21日（日）11時～11時半／14時～14時半
※いずれも参加費無料
吹田市立平和祈念資料館 06-6873-7793
吹田市津雲台1-2-1 千里ニュータウンプラザ8階

7月26日（火）～
8月21日（日）月・祝休館
午前10時～18時

～音絆～
2016 SUMMER

8月21日（日）
13時～ 観覧無料
dios北千里ステージ
問：06-6386-9114

「杉原千畝
  写真パネル展」

ちうね

「シティライフアーカイブズ」は紙面の都合で今月休載しました。申し訳ございません。9月号は掲載を予定しております。「シティライフアーカイブズ」は紙面の都合で今月休載しました。申し訳ございません。9月号は掲載を予定しております。


