
1 

 

2019 年度事業 進捗報告書（実行団体） 

● 提出日 ： ２０２１年９月３０日 

● 事業名 ： Share Village 

● 資金分配団体 ： 一般財団法人社会変革推進財団 

● 実行団体 ： シェアビレッジ株式会社 

● 新型コロナウイルス対応緊急支援助成（通常枠での追加助成）の有無 ： ☐有 🗹無 

 

1  実績値 

アウトプット 指標 目標値 

 

達成時期 現在の指標の達成状況 進捗

状況

＊ 

 

五城目町にて、遊休資産 (山

林・住居・温泉)を活用するア

イディアを持った村長が「ビ

レッジ」を開設する 

五城目町での「ビレッジ」

の開設（キュレーション）

数 

3 ビレッジの開設 2021 年 4

月 

事業開始から3 ビレッ

ジを開設 

2 

ビレッジ内での交流が可能と

なるインフラが提供される 

プラットフォーム上で可能

な交流促進のための機能数 

4 機能の実装 2020 年

12 月 

事業開始から5 機能を

実装 

1 

＊進捗状況：1 計画より進んでいる 、2 計画どおり進んでいる 、3 計画より遅れている、4 その他 
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② 事業進捗に関する報告 

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み 

  1.達成の見込み   

2.アウトカムの状況 

A：変更項目 

☐変更なし 🗹短期アウトカムの内容  🗹短期アウトカムの表現  🗹短期アウトカムの指標 🗹短期アウトカムの目標値 

5. 新型コロナウイルス感染拡大に対して、事業活動を行う際に工夫した点 

・ステイクホルダーとのコミュニケーションでは WEB 会議システムを導入するとともに、社内においてもテレワークを推奨する等、ICT

の活用を積極的に行っている。 

 

③ 広報 (※任意) 

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等） 

  

2021/1/5 ﾆｭｰｽｻｲﾄ TECHABLE 共創コミュニティの立ち上げ・運営をサポート！ 「Share Village」β 版リリース 

2021/1/12 新聞 秋田魁新報 アプリとウェブで遊休資産活用支援 五城目・シェアビレッジ 

2021/1/23 新聞 秋田魁新報 ニュースの「つぼ」：五城目町で進む遊休資産の活用と支援 

2021/1/29 新聞 秋田魁新報 独自の活動で集落振興 県内２地域の取り組みに大臣表彰 

2021/3/9 新聞 秋田魁新報 豊かさのモノサシを見つめ直す 

2021/5/2 新聞 日本経済新聞 芽吹く「地域企業」、顔見える関係 地元資源や人材紡ぐ 

2021/5/10 ﾆｭｰｽｻｲﾄ CNET Japan VUILD、デジタル家づくりプラットフォーム「Nesting ベータ」を開発--アプリで間取り設計 

2021/6/16 ﾆｭｰｽｻｲﾄ R.E.port 地域コミュニティの在り方等テーマに議論／国交省 

2021/6/18 雑誌 週刊ﾎﾃﾙﾚｽﾄﾗﾝ 無限大広がる掛け算の可能性 
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2021/8/31 雑誌 事業構想 コモンズの価値を広め、コミュニティをつないで新経済圏を創出 

 

2.広報制作物等 

・ オウンドメディア 

⮚ 公式サイト：https://sharevillage.co/ 

⮚ note：https://note.com/sharevillage/ 

⮚ Facebook：https://www.facebook.com/sharevillage.co/ 

⮚ Instagram：https://www.instagram.com/sharevillage_co/ 

⮚ Twitter：https://twitter.com/sharevillage_co 

⮚ YouTube：https://www.youtube.com/channel/UChFT7pAgicpcSeBKiS7cOUQ 

 

3.報告書等 

・ 月次会計報告資料（2021 年 1 月度～現在に至る） 

 

 

 

 

 

 

 

https://sharevillage.co/
https://note.com/sharevillage/
https://www.facebook.com/sharevillage.co/
https://www.instagram.com/sharevillage_co/
https://twitter.com/sharevillage_co
https://www.youtube.com/channel/UChFT7pAgicpcSeBKiS7cOUQ
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2019 年度事業 中間評価報告書（実行団体） 

評価実施体制 

内部／

外部 

評価担当分野 氏名（非公開） 団体・役職 

内部 月次ダッシュボードの運用  代表取締役 

内部 月次ダッシュボードの運用  取締役 

内部 月次ダッシュボードの運用   

外部 月次ダッシュボードの運用  一般財団法人社会変革推進財団 インパクト・オフィサー 

 

 

A）事業のアウトカムの進捗状況の評価 

① 短期アウトカムの進捗状況 

指標 目標値・状態 達成時期 これまでの活動をとおして把握している変化・改

善状況 

各資産を活用した活動や取組に

参加・利用した地域住民数 

地域住民が「山林」「住居」

「温泉」活用に参加できるよう

になる 

山林 長期的に関わる林業関係

者・町内会関係者・住民 10 人 

温泉利用者数 月間 2000 人 

2023 年 3 月 地域住民による各資産の活用への参加を実現する

ため、各ビレッジでは受け入れ環境の整備を進め

ている。 

aeru satoyama（山林）の長期的関係者 当初 0 人

→現在 8 人 

温泉は開業に向けて手続き中 

各資産を活用した活動や取組に 村長・村民等と、地域住民の交 2023 年 3 月 各ビレッジでは、現在、村長が村民を募集し、地
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参加・利用した地域住民数 

地域住民が参加できる交流機会

の数・頻度 

流機会が増える 域住民との交流機会を下記の通り準備・推進。 

aeru satoyama 10 月末の漆植樹イベントで aeru

メンバー、県内在住村民、山オーナーが交流予

定。 

森山ビレッジ 地区議員との定期会合、VUILD・

村民・建材の加工業者・林業関係者の交流機会・

視察ツアー等、述べ 50 人のステークホルダーとの

交流創出。 

ゆあみ（温泉） 四半期毎に村長・村民 25 人で交

流会を開催。8 月には村長・村民・近隣の住民 20

人で再会に向けた大掃除を開催。 

当初 0 人→現在 20 人 

地域住民が参加できる交流機会

の数・頻度 

・アクティブユーザー比率 

・コミュニティコイン利用ユー

ザー比率 

・地域住民の行動変容 

・村長・村民の行動変容 

村長・村民・地域住民の人間関

係や資産への関わりが深まる 

2023 年 3 月 aeru satoyama 村民募集中 

森山ビレッジ 村民募集中（一部設計中） 

ゆあみ 温泉営業準備中 

コミュニティコインの発行機能はプラットフォー

ムにて実装済み。 
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2  アウトカムの分析「⑧アウトカムの達成度」（※任意） 

評価小項目 評価小項目の評価結果 評価結果の考察 

短期アウトカムは中間評価時点でど

の程度達成されているか 

計画通りのペースで概ね達成見込み 各村長に対してコンセプトワークを実施したり、各機

能を実装するプラットフォーム実現のため β 版の構築

運用等により最適化のための情報を収集し、改善仕様

を設計・改修したりしている。アウトプットがすでに

達成されるとともに、短期アウトカム実現への道筋が

着実に立っている。 

 

 

 

 

事業のアウトカムの進捗評価 評価結果の考察 

事業のアウトカムの進捗の程度は、事業終了時には 

 ☐ 短期アウトカムの目標値を上回っての達成の見込みがある  

 ☐ 短期アウトカムの目標値の達成の見込みがある 

 🗹  短期アウトカムの目標値はおおむね達成できる見込みがある 

 ☐ 短期アウトカムの目標値の達成は不透明である 

 ☐ 短期アウトカムの目標値の達成は難しい 

と自己評価する 

短期アウトカムの指標について、すべてのアウトカ

ムについて、一定の判断基準に基づいて初期状態か

らの進捗を確認できたため、短期アウトカムは概ね

達成できる見込みがあると評価する。 
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B）事業の改善状況の評価 

1 事業の実施過程・事業改善に関する評価 

評価項目 評価小項目 評価結果 考察 

実施状況の 

適切性 

アウトプットは計画どお

り産出されているか（目

標値との比較） 

計画通りまたは計画

以上に進んでいる 

計画通り五城目町において 3 ビレッジ（aeru satoyama、森山ビレッ

ジ、ゆあみ）を開設した。また、実装する機能については、事業開

始から 5 機能（①村の財布の可視化、②コミュニティコインの発

行・流通、③姉妹村提携、④メディア機能、⑤交流スレッド）を実

装しており、計画以上に進んでいる。 

実子を通した活

動の改善、 

知見の共有 

事業の進捗において必要

な実施事業の見直しが行

われているか 

行われている ・コミュニティの創造・運営に関する研究活動を熱心に行い、知見

を蓄積し続けるとともに有意義なステークホルダーとのネットワー

クを拡大させ、様々な知見に基づいた事業の見直しを定期的に行っ

ている。 

・村民募集や地域住民との交流で重要となるマーケティング活動に

ついては、丹念に見直しを行い、適切な戦略策定とその実践、改善

活動を続けている。 

組織基盤強化・

環境整備 

組織体制・事業体制に変

化はあったか 

事業の推進体制が強

化された 

・事業推進のためサークル（各部署）を設置するとともに各サーク

ルにリーダーとメンバーを配置し、適宜、適切な人員配置になるよ

う調整を行っている。 

・協同組合型株式会社の特徴を生かし、株主が事業運営に主体的に

関わり組織の強化・環境整備に貢献できるよう、月次で会議体を組

成した。 
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2 短期アウトカムの状態の変化・改善に貢献した要因や事例 

・ 村長に対する丁寧なコンセプトワークにより、村長のビレッジ運営に関するイメージをランディングページ、あるいは企画書として

可視化することに成功した。 

・ 森山ビレッジでは、5 世帯の移住者による生活拠点を主とした小集落が新設されることになり、ともすれば地域住民からの警戒感か

らネガティブな人間関係の形成につながることがあるが、地域住民とのキーマンとの丁寧な人間関係の構築や、タイムリーな「お茶

会」の開催によりポジティブな人間関係の形成に成功している。 

・ 組織運営においてはティール組織をイメージしており、サークル運営によりスタッフ一人ひとりがオーナーシップをもってモチベー

ション高く専門性を生かして事業に関われる体制を敷いており、組織マネジメントがポジティブに効果を発揮する状態を維持してい

る。株主のオーナーシップも高まるような運営参画の仕組みも導入していることから、事業運営上の知見や協力者の獲得に成功して

いる。 

 

 

3 事前評価時には想定していなかった成果 

・ 森山ビレッジのビレッジ化に際して不動産を核とするビレッジ形成のための知見が豊富に蓄積された。今後、得られた知見をまとめる

ことにより、遊休住居等を核としたコミュニティ形成の専門家として、当社がコンサルテーションサービスを提供し、他地域における

ビレッジ創造の促進に寄与できると期待できる。 

 

 

 

 

4 事業計画の改善の必要性の確認 

 🗹 社会課題のニーズに事業計画の内容は合致している 
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 🗹 受益者や事業対象グループのニーズに事業計画の内容は合致している 

 🗹 事業計画に記載している活動は、アウトプット➾アウトカムへのつながりが実際に確認できている 

 🗹 残りの期間の資金配分・人員体制・スケジュールは活動を円滑に行えるよう計画されている 

 🗹 短期アウトカム指標は、事後評価時に測定し、達成度を評価することが可能な内容になっている 

 

 

 

 

 

事業の改善状況の評価結果 評価結果の考察 

残りの事業期間で、事業が短期アウトカムを達成す

るために 

🗹 事業計画は適切に改善されたといえる 

☐ 事業計画を適切に改善する見込みがある 

☐ 事業計画の改善について、課題が残っている 

 

と自己評価する 

中間評価を通じ、短期アウトカムの各項目に関する内容や指標の整理を行うこと

ができた。アウトカムの実現につながる阻害要因や貢献要因を踏まえ、引き続き

ステークホルダーとの協議・検討を進め、改善した事業戦略に基づいた計画の遂

行を進める。 
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添付資料 

 

3.活動の写真（画像データは 1 枚２MG 以下、３～4 枚程度） 

 

 


