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⼀般財団法⼈ KILTA



組織について

空間づくりを実践から学べるコミュニティ。全国にものづくり拠点を構築
KILTA（キルタ）とは「つくる⼈のつながり」を表すフィンランドの⾔葉。例えば、素材に触れること
は、産地への想像⼒を回復すること。例えば、つくる難しさを知ることは職⼈への尊敬を持つこと。
暮らしをつくる⼈が全国に増えることは、毎⽇を取り巻く様々な困りごとの解決につながる。
そんな想いでできた「空間づくりを実践から学べるコミュニティ」です。

拠点について

つくれる⼈を起点に、地域課題を解決する⾃⽴分散型ネットワーク
2021年1⽉時点、宮城・埼⽟・神奈川・新潟・富⼭・兵庫・⼭⼝に7つの拠点が存在。各拠
点ごとに解決したい地域課題を明確にし、めざす成果と指標の設定を⾏ったのち、具体的なもの
づくりに関するプロジェクトを企画実施。毎⽉第⼀⾦曜⽇に拠点会議を設け、試⾏錯誤で得られた
ノウハウなどを共有する⾃律分散型ネットワーク組織として活動。

⼀般財団法⼈KILTA（本部：〒224-0037 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南4-1-19） 2021年開設予定：島根県雲南市・秋⽥県能代市・京都府京都市・⾹川県三豊市
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⽬指す成果と指標（財団全体として）

対象 課題 取組 直接的な成果 中間成果 最終成果

ものづくり初⼼者
⼩物や⼩さな家具などの
DIYに関⼼のある2-40代

地域で副業したい⼈
好きなDIYやリノベで
副業したい主婦／主夫

相談する⼈がいない
情報が多くて混乱。気
軽に聞ける⼈がいない

経験やスキルに不安
好きの延⻑のためスキル
や経験、通⽤するか不安

オンラインの企画
オンライン相談や動画
コンテンツの制作提供

オフラインの企画
住まいのつくりかた等
DIYやリノベの体験機会

セミプロの育成講座
職⼈未満・素⼈以上の
DITインストラクター*

つくることへの関⼼増

指標：プログラムの利⽤者数 ともにつくる数の増加

指標：DITワークショップ開催数
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インストラクターの増加

指標：DITインストラクターの数

地域課題の解決者
地域の多様な課題解決
のために進む⼈や組織

単独で取り組む限界
単独での仮説検証やモデ
ルづくりに難しさがある

キルタ拠点設⽴⽀援
KILTA拠点⽴ち上げの
ための各種相談対応

⼀⼈で全部は不安
⼀⼈で最後までできる
るか不安で踏みだせず

拠点の増加

指標：新規の拠点開設数

空間づくり挑戦者
中古住宅や店舗などを
費⽤を抑えつくりたい

⼯務店等建築系企業
⼯務店やリフォーム等
職⼈に依頼のある企業

職⼈不⾜や⾼齢化
職⼈不⾜や⾼齢化で今後
の事業展開に課題がある

建築現場とマッチング
現場とセミプロをマッ
チングする仕組み構築

マッチング案件の増加

指標：依頼案件数

持続可能な森づくり

指標：⽊材産地の地域材流通量

地域での新たな仕事創出

指標１：インストラクター流通額
指標２：拠点地域での可処分所得

⽀えになる関係性の構築

指標：拠点地域での暮らしの安⼼度
（頼り・頼られる⼈の数）

地域材の活⽤の増加

指標：使⽤した国産材の平⽶数

＊空間を参加者とともにつくりあげる新たな職能（DIT=Do it togetherの略）

担当理事：桑原 憂貴



オンラインの企画

ワンコインでの気軽な「相談カフェ」。じっくりとした個別相談「作戦会議」
ものづくり初⼼者で、⾝の回りにDIYやセルフリノベの情報が多くて混乱し、かつ、気軽な相談相⼿の
いない⽅の課題解決のために、どこに住んでいても利⽤できるオンライン相談のプログラムを構築。
ニーズにあわせて利⽤可能にすることで、つくることの関⼼を増加させていきます。

必要な時に必要な箇所を。つくるをサポートする「住まいの動画図書館」
９つの「キホンの動作」として電動⼯具や⼿道具の使い⽅から、床はりやペイントなどの「リノベー
ションの作法」まで、少しずつ増えていくセルフリノベーション動画を⽤意。無料のコミュニティ
メンバー登録でいつでも閲覧可能。

オンライン会議アプリ「ZOOM」を活⽤して実施 ニーズの⾼いものから順次更新 4© ⼀般財団法⼈KILTA

担当理事：⽩濱匠太郎



オフラインの企画

5

つくる⼈がつながる⼒で新たな仕組みを。財団全体での取り組み 地域に⼭積する課題を解決。拠点ごとの取り組み

移住促進や地域材の流通量拡⼤、起業⽀援など、解決したい地域課題をテーマに拠点ごとに企画実施。
キルタのネットワークはもとより、SDGsなどに⼒をいれる企業ともプログラムへの協賛や現物⽀給、
共同実施など多様な連携形態でともに進める。詳細は「KILTAパートナーシップ・プログラム」参照。

毎年1⽉に「パートナーシップ・プログラム」として春からの企画を取りまとめ

オフラインで実施される企画は、⼀般財団法⼈KILTAとして取り組むものと、全国各地の拠点で
取り組まれるものの２種類が存在。財団全体で取り組むものは、年４回の理事会のなかで決定。
2021年は主なプロジェクトとして以下のものを推進中。

１｜住宅確保困難者への安価な住居の提供
空き家を持ち主から買取または定期借家契約で確保。
DITインストラクター育成の実習現場として⼩さく改装。
単⾝⾼齢者や⼀⼈親家庭などに安価に貸借。

２｜開業ハードルを下げるポップアップ店舗
⻑く放置された地域の⼩さな空き店舗を定期借家契約。
100万円未満で改修し、お店をいつか持ちたいと願う
⼈が週替わりで挑戦できる期間限定店舗として貸借。

３｜好きな場所でらしく始めるリノベのがっこう
空き家を改装して運⽤したい⽅から、セルフリノベの
学習舞台として物件の提供と材料費まで負担をお願い。
空き家の探し⽅から、運⽤モデル、セルフリノベの技術
を学べるスクールを開催し、施⼯費は下げる仕組み。
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担当理事：やすむろヨシヒサ｜髙野⾹梨



セミプロの育成講座

インストラクター育成とワークショップ開催ノウハウを伝授
ワークショップによる参加型リノベーションを全国で開催することを⽬指し、各拠点と連携して
DITインストラクター育成講座を開講。職⼈未満・素⼈以上のセミプロの育成を⽬指し、⼤⼈数
での空間づくりに必要な安全管理などに重きを置いたプログラムを提供。2021年は各拠点ごとに
７名のインストラクターの輩出を⽬指し、講座のブラッシュアップと実施を進めている。

育成したインストラクターのレベルにあわせて建築案件をマッチング
地域の⼯務店やリフォーム会社などが抱える建築案件を、難易度や必要な時間（⼯数）など指標
に基づいて分類し、育成したセミプロとの適切なマッチングを図る仕組みづくりに着⼿。「基礎
コース」を終えたインストラクターは、まずは先輩インストラクターと２名体制で店舗やオフィ
スのワークショップに参加し、経験を積む。その後は必要な講座を追加受講し成⻑する仕組み。

現在はオンラインでDITインストラクター育成クラス（基礎コース）を開講 Lv.ごとに表記された⾦額は、インストラクターに⽀払われる⽇当の基準

基礎コース

講師コース上級コース

中級コース

個
⼈
宅
案
件

店
舗
・
オ
フ
ィ
ス
案
件 Lv.01｜0.5万円

Lv.03｜0.8万円

Lv.04｜1.0万円

Lv.06｜1.5万円 Lv.08｜2.0万円
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Lv.10｜3.0万円

受講料 \ 5,000 受講料 \ 30,000

Lv.05｜1.2万円

Lv.07｜1.8万円

建築現場とマッチング

受講料 \ 30,000 受講料 \ 50,000

Online
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担当理事：丹⽻ 芳徳



パートナーシップ・プログラム
2021

⼀般財団法⼈KILTA
キ ル タ



今年度の地域プログラム①（２０２１年４⽉ー２０２２年３⽉）
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⼼地いい住まいのつくり⽅ ｜KILTA 富⼭

休⽇に⾃分の部屋を⾃分でつくることを楽しむなかでKILTA富⼭代表である⼭崎晃裕が気づいた
「何からはじめたらよいか」や「⼯具の使い⽅や材料の選び⽅がわからない」という住まいづくり
の壁を、シェア⼯房をフル活⽤し,⼀気通貫で解決するプロジェクト。

■開催スケジュール

常時開催

■基本情報
対象：富⼭県内にお住まいの⽅（持ち家でも賃貸でもOK）
⽇程：申込があり次第開催
定員：3組まで／⽉
価格：50,000円（材料費別途）

⽣きる⼒を楽しく学ぶ「森とつながるDIYキャンプ」 ｜KILTA 宮城美⾥

宮城県登⽶市の森林組合と連携し、森のなかでキャンプをしながら、ガスの使えない環境での調理
の⽅法など、災害時に⾝の回りのもので⽣き抜く⽣活技術をキャンプで学ぶ１泊２⽇。地域材を使っ
たものづくりをはじめ、森のなかでの朝ヨガなども楽しみながら学びます。

■開催スケジュール

募集開始｜2⽉上旬

■基本情報
対象：⼀般⽣活者
⽇程：2021年4⽉17⽇-18⽇（1泊2⽇）
定員：20組程度
価格：参加費3,000円〜/⼈（交通費別途
備考：宿泊費等含めてオプションプログラムごとに料⾦設定あり

募集締切｜3⽉中旬 開催｜4⽉17-18⽇
© ⼀般財団法⼈KILTA ＊写真はイメージです。



今年度の地域プログラム②（２０２１年４⽉ー２０２２年３⽉）

9

まちを育む⼈になる「家守の学び舎」 ｜KILTA ⿂沼

地⽅⾃治体と連携し地域おこし協⼒隊制度を活⽤。任期１年の前半（半年）は起業に必要な知識や
マインドセットを伝授。また空き家を⾃ら改修し、活⽤できる知識と技術を⾝につける。後半（半
年）は空き家の管理や実案件リノベーションやお試し移住住宅の運営などの経験を積めるプログラム

■スケジュール

■基本情報
対象：地域おこし協⼒隊、地域の⽅など
⽇程：12ヶ⽉間（講座：起業⽀援全9回＋リノベーション⼒UP全7回、伴⾛⽀援等）
定員：10名（地域おこし協⼒隊として無償での育成は１名を定員とする。
備考：各プログラムには、有償［税別5000円/回］で9名/回まで⼀般参加可。

はじめる⼈を⽀えるPOP UP STORE「ハジマリ」｜KILTA 横浜

使われていない地域の⼩さな空き店舗を100万円未満の予算で参加型ワークショップで改修する。
完成後は、お店をいつか持ちたいと願う⼈が週替わりで挑戦できる期間限定店舗として貸借。今後
全国の商店街の空き店舗などで同様のモデルを展開できるよう、進め⽅や仕組みを整理する。

■スケジュール

募集開始｜4⽉

■基本情報
対象：2年以内に店舗開設を考えている⼈、オンライン販売をしているクリエイター
⽇程：週替わりでスペースレンタル
定員：4名／⽉
価格：30,000円/週（⽔道光熱費込）｜5坪程度

募集締切｜5⽉ 運営開始｜6⽉募集開始｜4⽉ 採⽤選考｜5⽉ 運営開始｜6⽉

© ⼀般財団法⼈KILTA ＊写真はイメージです。



今年度の地域プログラム③（２０２１年４⽉ー２０２２年３⽉）
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つくる⼒をつなげよう。「ささえる家」 ｜KILTA ⼭⼝

空き家の調査や情報発信などを⼿がける「⼭⼝移住計画」と連携し、地域の使われていない空き家
を持ち主から買取または定期借家契約で確保。セルフリノベーションの知識を技術を学びたい地域
住⺠を募集し改修する。改修は、（⼀財）KILTAが取り組むDITインストラクター「講師クラス」
の研修現場と位置付けて低コストで改修。最終的に住宅確保困難な⽅に市場より安価に貸借する。

■スケジュール

■基本情報
対象：セルフリノベーションテクニックを学びたい地域住⺠
⽇程：2⽇間/プログラム ＊初年度は3棟を⽬標とする。
定員：10名/プログラム
価格：30,000円/⼈（10％を拠点経費としたのち、残りは材料費にあてる）

みんなが主役になれる商店街。⽊都のしろPOP UP FES ! ｜KILTA 能代（設⽴準備中）

シャッター商店街を「地域住⺠の挑戦の舞台」と捉え直し、みんなが主役になれる新しい商店街を
あり⽅を模索。かつて⽊都（もくと）と称された⽊材産地らしい地域材を活⽤した期間限定店舗を
住⺠とともに複数箇所に設置。地域住⺠が店主に挑戦する2⽇間。

■スケジュール

募集開始｜7⽉

■基本情報
対象：商店街でお店に挑戦したい地域住⺠のグループ
⽇程：2⽇間/回 ＊初年度は年2回（夏・秋）の開催を⽬標。
定員：100名/回 ｜店舗20店舗
価格：10,000円（出店費/店舗）

募集締切｜8⽉ 運営開始｜9⽉広報説明会｜4⽉ 企画準備｜5⽉ 改装｜6・9・11⽉

© ⼀般財団法⼈KILTA ＊写真はイメージです。



今年度の地域プログラム④（２０２１年４⽉ー２０２２年３⽉）
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⽊を⾷べる1⽇だけのダイニング。「森のお⽫」｜KILTA 能代（設⽴準備中）

⽊材需要が減少するなかで⽊をより⾝近に感じてほしいという想いから「⽊を⾷べる」というコン
セプトで1⽇だけのお店をKILTA能代（運営：のしろ家守舎）が主催。かつて⽊の都とまで称され
た秋⽥県能代市内の⽊材ネットワークを活⽤し、メインからデザートまでフルコースで⽊を楽しむ。

■スケジュール

企画準備｜7⽉

■基本情報
対象：地域住⺠
⽇程：11⽉
定員：20名
価格：5,000円/⼈（税別）

募集締切｜10⽉ 企画実施｜11⽉

© ⼀般財団法⼈KILTA

断熱先⽣の和室リノベーション「畳からフローリング編」 ｜KILTA ⿂沼

KILTA⿂沼の⼯房内にある4.5畳の和室を舞台に畳からフローリングに⾃分でリノベーションする⽅法
について学ぶ１⽇ワークショップ。寒さ対策には⽋かせない断熱知識にも触れながら、下地をつくる
⼯程からスタートし、仕上げ材をはるところまでを実践を交えながら体感できるプログラム。

■スケジュール

■基本情報
対象：DIYやセルフリノベーションを考えている地域にお住まいの⽅
⽇程：3⽉
定員：5名
価格：2,000円/⼈（税別・お茶代込み）

企画準備｜3⽉ 募集開始｜3⽉ 企画実施｜3⽉

＊写真はイメージです。



パートナーシップ・プログラム（連携⽅法）
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｜財団パートナー

｜拠点パートナー

❶ KILTA ウェブサイトへの［社名＋ロゴ］の掲出（１年間）
❷ アニュアルレポートに「記事広告］の掲載（年１回｜200⽂字以内）

20 万円／年

❶ イベント・講座・ワークショップの告知媒体へ［社名］掲出＊

❷ イベント・講座・ワークショップの投影資料及び配布資料へ［社名＋ロゴ］掲出＊

◎ ○ ○
◎ ○
◎❸ 拠点ウェブサイトに［社名＋ロゴ］の掲出（１年間）

伴⾛者 ⽀援者 応援者

50 万円／年 10 万円／年 5 万円／回

＊❶❷の掲出回数：「伴⾛者」は1年間は掲出し放題、「⽀援者」は年３回まで掲出可

◎

© ⼀般財団法⼈KILTA

担当理事：齋藤浩光

なお、リモートワーク拠点提供やDIY動画制作など、拠点の強みを活かした
オリジナル協賛プログラムも企画提案可能です。お気軽にご相談ください。



事業報告書
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昨年度の成果

持続可能な森づくり、地域での新たな仕事創出、関係性の構築にむけて活動。
⼀般財団法⼈KILTAは「空間づくりを実践から学べるコミュニティ」として2018年1⽉に設⽴されました。
現在は８名の理事とともに年５回（１⽉・３⽉・６⽉・９⽉・１２⽉）の理事会で経営会議を実施する他年１回
（１⽉）の評議員会で資⾦の流れや理事の評価などを⾏なっています。2020年9⽉の理事会で改訂したロジックモデル
（３P参照）に基づき、2020年度は初期成果を⽬指す取り組みを実施しました。

■⾮財務情報（初期成果については今年度から指標を変えたため、昨年度⽐較はなし）

ZOOMを活⽤したオンラインでの
DIY相談会（カフェ＋作戦会議）や
参加型空間づくりWSの開催

コロナ禍に対応するオンラインでの
DITインストラクター講座の開催

新規参画相談に対する
相談セッションの実施

インストラクターのレベル分類と
現場案件のマッチングの実験

⾏為

18 回

1 回

2 回

5 地域

コロナ禍にあわせてロジックモデルを全⾯改訂し、新たなスタートへ
２０２０年度はコロナウィルス感染症の拡⼤をうけて、シェア⼯房の稼働中⽌やワーク
ショップの中⽌が続き、これまで対⾯をベースにしてきた事業活動を抜本的に改⾰すること
に注⼒しました。⻑期化する社会情勢を⾒据え、オンラインでできる形に既存のサービスを
切り替えるなどの取り組みを⾏うとともに、ロジックモデルの全⾯改訂を実施しました。

つくることへの関⼼増

指標：プログラムの利⽤者数

インストラクターの増加

指標：DITインストラクターの数

拠点の増加

指標：新規の拠点開設数

マッチング案件の増加

指標：依頼案件数

成果（初期）

65 ⼈

3 ⼈

14 件

2 拠点

■財務情報

0

100万円

200万円

300万円

400万円

500万円

単位：億

169万円

300万円

2018 2019 2020

295万円

売上推移

コロナ禍に対応すべく業務委託メンバーとの連携による事業推進体制を構築。
⻑期化するコロナ禍で活動を持続するため、固定費をほぼゼロにする組織基盤改⾰を実施。
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■ 構築を検証したビジネスモデル

地域での起業検討者

事例 今川 宗⼀郎 ⽒

オンライン講座

KUMIKI PROJECT（株）

受講料

地域の空き家紹介窓⼝

（株）⾦丸⼯務店

実現性を⾼めた事業計画に基づき
市場流通してない空き家の発掘相談

空き家
ニーズ
の蓄積

空き家を紹介

サブリーサー

（株）LIFULL

⼈と事業構想の紹介

賃料
空き家の所有者

⼤家

インストラクター

（株）⾦丸⼯務店

改装費

賃料

ワークショップ形式
による低コスト改修

法⼈への
定期貸借

個⼈への
定期貸借

利⽤⽤途や希望説明

インストラクター育成
のノウハウ移転

（⼀財）KILTA連携

空き家共創再⽣協議会 構成員

「令和２年度 地域の空き家等の利活⽤等に関するモデル事業」への協⼒

地域において⼩商いを新たにおこす起業者の⺟集団（空き家の需要者）を育成し、最適な空き家と
改装資⾦の出し⼿をマッチングすることで、空き家問題の解決につながる事業モデルをつくる事業。
株式会社LIFULL（東京）・株式会社⾦丸⼯務店（⾹川）・KUMIKIPROJECT株式会社（神奈川）
でつくる「空き家共創再⽣協議会」への専⾨家参加、実際に空き家を改装ワークショップでの
インストラクターの派遣、低コストでの空き家改装ノウハウ化のための動画制作を実施した。
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団体概要：⼀般財団法⼈KILTA

設⽴ ：2018年1⽉11⽇

所在地 ：神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南4丁⽬1-19

ウェブ ：kilta.jp

代表理事：桑原 憂貴

理事 ：齋藤 浩光

理事 ：齋藤 留美

理事 ：⽩濱 匠太郎

理事 ：髙野 ⾹梨

理事 ：丹⽻ 芳徳

理事 ： 湊 哲⼀

理事 ：やすむろ ヨシヒサ

評議員 ：⽥村 篤史

評議員 ：野澤 恵美

評議員 ：⼭崎 正夫

監事 ：猪⽥ 昭⼀

KILTA 宮城美⾥

KILTA 春⽇部

KILTA 横浜

KILTA ⿂沼

KILTA 富⼭

KILTA 神⼾

KILTA ⼭⼝

KILTA 雲南（設⽴準備中）

KILTA 能代（設⽴準備中）

KILTA 三豊（設⽴相談中）

KILTA 京北（設⽴相談中）

拠点 ：

info@kilta.jp
［総合窓⼝：桑原まで］
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