
問い合わせ先 

産業経済部 商業・市街地活性課 

 中心市街地活性化係 （担当）西  

T E L：0265-22-4511(内線 4651) 

F A X：0265-52-1715 

mail：shigaichi@city.iida.nagano.jp 

 １、参加事業者の募集を開始します。 
    4 月 20 日(月)12:00 第１次締め切り、4 月 30 日(木)12:00 第 2 次締め切り(最終) 
    ○募集要項をお読みいただいたうえで、メールもしくは FAX にてお申し込みください。 
 

  2、クラウドファンディング概要 「プレミアム食事券購入型」と「全額支援型」の 2 種類に取り組みます。 
    クラウドファンディングサイト 「CAMPFIRE」 にて募集(4/24 サイトアップ目途)~5/29(⾦)まで 

   目標⾦額 5,672,520 円（コロナに勝つ） 
① プレミアム食事券購入型 

全国の皆様(個人、及び法人、団体)から南信州地域の飲食店への支援を募ります。支援方法は「食事券の
購入」です。購入額に 10％分を上乗せしてお使いいただける全店共通食事券を支援者に送付いたします。 

（例 3,000 円購入→3,300 円分のチケット、10,000 円購入→11,000 円分のチケット） 
② 全額支援型(食事券なし) 

個人・法人の皆様から参加飲食店への支援を受け付けます。支援⾦は、クラウドファンディング⼿数料等を差し
引いた後、参加店舗へ均等に分配します。 

 

 ３、その他 
現在、テイクアウトやお店情報を掲載したマップを準備中です（5 月中旬完成予定）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

 

「南信州・みんなの街、飲⾷店を応援︕」 
クラウドファンディング創設 

令和２年４月 17 日（金） 

発表の趣旨 

□ 政策・施策・事業等の発表 

■ イベント等の事前告知 

□ 当日の取材依頼    ■市民・対象者等に対する周知依頼 

□ イベント・事故等の事後告知      □ その他 

添付資料の有無 

□なし  ■あり（別添のとおり） 

飯田市ウェブサイトへの掲載 

□なし  □あり 

■後日掲載（4月 17 日正午頃） 

新型コロナウイルスの影響で、中心市街地だけでなく、私たちの愛する地域の飲食店への来店者が激減し、多くの飲
食店が悲鳴を上げています。この状況では仲間の飲食店も多数閉店してしまうのではないか、と懸念しています。 

こうした状況に⽴ち向かうため、飯⽥丘のまちバル実⾏委員会は、中心市街地の飲食店を「食べて・飲んで・まち歩き」
をするイベント「飯⽥丘のまちバル」の開催経験を生かし、地域のお店をみんなで応援し支える取り組みとして、「南信州・
みんなの街、飲食店を応援︕」クラウドファンディングを創設しました。 

クラウドファンディングは、中心市街地エリアに限らず、飯⽥下伊那地域全体の飲食店を対象に参加店舗を募り、明る
い未来のために、飲食店から「南信州の底⼒」と「元気」を発信していく取り組みにしたいと考えています。 

新型コロナウイルスが終息したときには、皆さんが笑顔で集まり、楽しい時間が共有できる場所として、多くの店舗でお
客様をお迎えできるよう、皆様のお⼒をお借りしたいと考えています。 

 



「南信州・みんなの街、飲食店を応援︕」クラウドファンディング創設について 

主催︓飯田丘のまちバル実⾏委員会 
事務局︓飯田市中心市街地活性化協会 

(飯田商工会議所、飯田まちづくりカンパニー、飯田市) 

 
 新型コロナウイルスの影響で、中心市街地だけでなく、私たちの愛する地域の飲食店への来店者が激減し、多くの飲
食店が悲鳴を上げています。この状況では仲間の飲食店も多数閉店してしまうのではないか、と懸念しています。 
こうした状況に⽴ち向かうため、飯田丘のまちバル実⾏委員会は、中心市街地の飲食店を「食べて・飲んで・まち歩き」
をするイベント「飯田丘のまちバル」の開催経験を生かし、地域のお店をみんなで応援し支える取り組みとして、「南信
州・みんなの街、飲食店を応援︕」クラウドファンディングを創設します。 
クラウドファンディングは、中心市街地エリアに限らず、飯田下伊那地域全体の飲食店を対象に参加店舗を募り、明るい
未来のために、飲食店から「南信州の底⼒」と「元気」を発信していく取り組みにしたいと考えています。 
新型コロナウイルスが終息したときには、皆さんが笑顔で集まり、楽しい時間が共有できる場所として、多くの店舗でお客
様をお迎えできるよう、個人様をはじめ、法人様、団体様等大勢の皆様のお⼒をお借りしたいと考えています。 
 
１、参加事業者の募集を開始します。 
  下記のとおりプロジェクトに参加する飯田下伊那内に店舗を構える飲食店を募集します。（飯田市暴⼒団排除条

例により、全参加店について暴⼒団の排除をします。） 
 
 ①スケジュール 
  4 月 17 日(⾦)参加飲食店公募開始 
  4 月 20 日(月)12︓00 参加飲食店第１次募集〆切 
  4 月 24 日(⾦) クラウドファンディング特設サイトオープン(予定) 
  4 月 30 日(木)12︓00 参加飲食店第２次募集〆切(参加飲食店募集終了) 
 
 ②飲食店の参加申込方法 
  別紙募集要項をお読み頂いたうえで、必要事項をご記入の上、メールもしくは FAX にてお申込みください。 
  提出先 飯田丘のまちバル実⾏委員会事務局(飯田市 商業・市街地活性課内) 

        担当︓⻄    FAX 0265-52-1719  mail  iidaganbaru@gmail.com 

 
２、クラウドファンディング創設およびサイトを活用したプレミアム食事券、全額支援の受付を開始します。 
   クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」(キャンプファイヤー)  http://camp-fire.jp 
   クラウドファンディング名「南信州・みんなの街、飲食店を応援︕」 
   目標⾦額 5,672,520 円(コロナに勝つ︕) 
   サイトオープン 4 月 24 日(⾦)予定 
 



お問合せ︓(事務局)飯田市中心市街地活性化協会 
       商業・市街地活性課 担当︓⻄ 
電話 0265-52-1715 FAX 0265-52-1719 
MAIL iidaganbaru@gmail.com 

①スケジュール(予定) 
   4 月 24 日(⾦)クラウドファンディング サイトオープン予定 
   5 月 29 日(⾦)クラウドファンディング募集期間終了 
   6 月初旬から︓プレミアム食事券購入者へ発送開始 
   ６月 22 日(月)︓プレミアム食事券使用期間開始 
  11 月 30 日(月)︓プレミアム食事券使用期間終了 
 

【応援の方法は２種類あります】 
①プレミアム食事券を事前購入で支援(10％の上乗せ) 

   ○ 3,000 円⇒ 3,300 円分(1,100 円×３枚)参加店舗のいずれかを選んで使用できる。 
   ○ 5,000 円⇒ 5,500 円分(1,100 円×５枚)参加店舗のいずれかを選んで使用できる。 
   ○10,000 円⇒11,000 円分(1,100 円×10 枚)参加店舗のいずれかを選んで使用できる。 
   ※店内飲食の他、テイクアウト、デリバリーでも使用可能とします。 
   ※チケットの使用でおつりはでません。 
 
  ②プレミアム食事券なしの全額支援 
   ○  5,000 円→お礼のメール、ホームページにて支援者様のご紹介(希望者のみ、1 カ月) 
   ○ 10,000 円→お礼のメール、ホームページにて支援者様のご紹介(希望者のみ、２カ月) 
   ○ 50,000 円→お礼のお手紙、ホームページにて支援者様のご紹介(希望者のみ、３カ月) 
              ナミキちゃん(丘フェスマスコットキャラクター)クリアファイル５枚 
   ○100,000 円→お礼のお手紙、ホームページにて支援者様のご紹介(希望者のみ、３カ月) 
              ナミキちゃんクリアファイル５枚＋ナミキちゃんメモ帳＆ボールペン５本セット 1 組 
   ○300,000 円→お礼のお手紙、ホームページにて支援者様のご紹介(希望者のみ、３カ月) 
              ナミキちゃんクリアファイル 10 枚＋ナミキちゃんメモ帳＆ボールペン５本セット 1 組 
   ○500,000 円→お礼のお手紙、ホームページにて支援者様のご紹介(希望者のみ、３カ月) 
              ナミキちゃんクリアファイル 10 枚＋ナミキちゃんメモ帳＆ボールペン５本セット 1 組 

＋ナミキちゃんトートバック１個 
  ※購入・支援のお申込みについては、別途システム利用料(220 円)がかかります。 
 
３．ご支援、ご協⼒ 
   このクラウドファンディングを創設するにあたり、各皆様にご協⼒いただきました。感謝申し上げます。 
   ○飯田ケーブルテレビ・・・飲食店の動画撮影協⼒及び放送のご支援をいただきます。 

○飯田信用⾦庫・・・クラウドファンディング創設のご支援をいただきました。 
○映画「いつくしみふかき」・・・応援メッセージ動画をご提供いただきました。 
○産業親善大使︓おぐねぇー様、小沢あきこ様、ニッチロー´様・・・応援メッセージ動画をご提供いただきました。 

   ○⻑野 Tube・・・飯田市の紹介動画を提供いただきました。 
○千葉県柏市・・・クラウドファンディングの先輩としてご教示いただきました。 

 



別紙 

クラウドファンディング飲食店募集要項 

 
「南信州・みんなの街、飲食店を応援︕」クラウドファンディングでは、全国の皆様から飯田下伊那の飲食店への応援を
募ります。飯田下伊那の飲食店様であればどなたでも参加できますので、ぜひご検討ください。 
 
１．クラウドファンディング概要 
   「プレミアム食事券購入型」と「全額支援型」の 2 種類に取組みます。 
  ①プレミアム食事券購入型 
    全国の皆様(個人、及び法人、団体)から南信州地域の飲食店への支援を募ります。支援方法は「食事券の購

入」という形になります。購入してくださったチケットに 10％分上乗せしてお食事券を支援者に送付いたします。
（3,000 円→3,300 円、5,000 円→5,500 円、10,000 円→11,000 円） 

   【飲食店の皆様は…】 
   ※郵送や食事券作成、お礼の手紙等は事務局が全て⾏います。各店の作業負担は特にありません。 
   ※1,100 円のチケットを使用できるよう対応をお願いします。(おつりはできません。) クラウドファンディング手数料等

を差引き、1 枚 900 円にて換⾦させていただきます。 
   ※11 月末日まで毎月チケットを精算いただきます。(6 月末、7 月末、8 月末・・・・) 

※清算手続きについては、参加店舗様が全て決定したところで、再度ご案内させていただきます。 
 
  ②全額支援型 
    個人・法人の皆様から参加飲食店への支援を受け付けます。支援⾦は、クラウドファンディング手数料等を差し

引いた後、参加店舗で均等に分配させていただきます。 
 
２．クラウドファンディングについて 
   ①「キャンプファイヤ」というサイトを活用し、支援を募ります。 http://camp-fire.jp 
   ②今回実施するにあたり、先にクラウドファンディングを実践されている千葉県柏市様をご参考にさせていただき、ご

協⼒いただきました。既に、目標⾦額以上に支援が集まっております。ご参考になさってください。 
    ※あすチケ柏︕プロジェクト https://camp-fire.jp/projects/view/250060 
 
3．参加店舗様の主なメリット 
 ①全国の方にお店の PR をすることができ、クラウドファンディング終了後、食事券を購入されたお客様が来店されます。 
 ②全国から集まった支援⾦を参加店で分配することができます。(経費等差し引く) 
 ③大勢の皆さんが一緒に取り組む事により、支援者の皆様へ協⼒にプッシュします。 
 
 
４．クラウドファンディング実施期間  令和２年 4 月 24 日(⾦)から令和２年５月 29 日(⾦) 
 
 



５．参加申込方法 
 下記をご記入の上、メールもしくは FAX にてお申込みください。 
   提出先 飯田丘のまちバル実⾏委員会事務局(飯田市 商業・市街地活性課内) 
        担当︓⻄    FAX 0265-52-1719  mail  iidaganbaru@gmail.com 
   ※飯田市暴⼒団排除条例により、全参加店について暴⼒団の排除をします。 
 

【飲食店必要申込事項】 ※以下７点 
  ・店舗名 
  ・担当者名 
  ・電話番号(昼間連絡がつく番号をご記入ください。) 

・メールアドレス 
  ・店舗 URL 
  ・店舗から応援者へのメッセージ（50 文字以内） 
  ・動画配信について  希望のあり、なし(ありの場合︓自分手配する もしくは ケーブルテレビ依頼)  
 
 ※飯田ケーブルテレビにて、飲食店紹介の動画を配信します。約３０秒の動画をご自身で撮影したもの、もしくは 

ご希望があれば飯田ケーブルテレビにて動画撮影に伺います。なお、参加店が多数となった場合、動画撮影が 
出来ない可能性もあります。その場合は、ご自身で手配していただきます。(放送は可能) 

 
６．申し込み期限 
   4 月 20 日(月)12︓00 まで 参加飲食店第１次募集〆切 → クラウドファンディングに掲載 
   4 月 30 日(木)12︓00 まで 参加飲食店第２次募集〆切(参加飲食店募集終了) →追加掲載 
 
７．支援者への御礼 
   ①プレミアム食事券を購入で支援(10％の上乗せ) 
     すべての皆様にお礼の手紙を入れさせて頂きます。 
   ○ 3,000 円⇒ 3,300 円分(1,100 円×３枚)参加店舗のいずれかを選んで使用できるお食事券 
   ○ 5,000 円⇒ 5,500 円分(1,100 円×５枚)参加店舗のいずれかを選んで使用できるお食事券 
   ○10,000 円⇒11,000 円分(1,100 円×10 枚)参加店舗のいずれかを選んで使用できるお食事券 
   ※店内飲食の他、テイクアウト、デリバリーでも使用可能とします。 
   ※チケットの使用でおつりはでません。 
 
  ②プレミアム食事券なしの全額の支援 
   ○  5,000 円→お礼のメール、ホームページにて支援者様のご紹介(希望者のみ、1 カ月) 
   ○ 10,000 円→お礼のメール、ホームページにて支援者様のご紹介(希望者のみ、２カ月) 
   ○ 50,000 円→お礼のお手紙、ホームページにて支援者様のご紹介(希望者のみ、３カ月) 
              ナミキちゃん(丘フェスマスコットキャラクター)クリアファイル５枚 
 



   ○100,000 円→お礼のお手紙、ホームページにて支援者様のご紹介(希望者のみ、３カ月) 
              ナミキちゃんクリアファイル５枚＋ナミキちゃんメモ帳＆ボールペン５本セット 1 組 
   ○300,000 円→お礼のお手紙、ホームページにて支援者様のご紹介(希望者のみ、３カ月) 
              ナミキちゃんクリアファイル 10 枚＋ナミキちゃんメモ帳＆ボールペン５本セット 1 組 
   ○500,000 円→お礼のお手紙、ホームページにて支援者様のご紹介(希望者のみ、３カ月) 
              ナミキちゃんクリアファイル 10 枚＋ナミキちゃんメモ帳＆ボールペン５本セット 1 組 

＋ナミキちゃんトートバック１個 
 
 
 ８．プレミアム食事券有効期間 
    令和 2 年６月２２日(月)から令和 2 年 11 月 30 日(月) 
     ※毎月使用したチケットについてはご精算させていただきます。 
     ※使用されなかったチケット残⾦については、支援⾦とみなし、経費を差し引いた分を参加店舗へ分配させて 

いただきます。 
 
 
９．ご協⼒、ご支援について 
  このクラウドファンディングを創設するにあたり、各皆様にご協⼒いただきました。感謝申し上げます。 
   ○飯田ケーブルテレビ・・・飲食店の動画撮影協⼒及び放送のご支援をいただきます。 

○飯田信用⾦庫・・・クラウドファンディング創設のご支援をいただきました。 
○映画「いつくしみふかき」・・・応援メッセージ動画をご提供いただきました。 
○産業親善大使︓おぐねぇー様、小沢あきこ様、ニッチロー´様・・・応援メッセージ動画をご提供いただきました。 

   ○⻑野 Tube・・・飯田市の紹介動画を提供いただきました。 
○千葉県柏市・・・クラウドファンディングの先輩としてご教示いただきました。 

 
 

お問合せ︓(事務局)飯田市中心市街地活性化協会 
       商業・市街地活性課 担当︓⻄ 
電話 0265-52-1715 FAX 0265-52-1719 
MAIL iidaganbaru@gmail.com 


