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ひと・もの・まち・・いろんなことをジグゾーパズルのピースのようにつなげて、一枚の平和な絵を描

きたい。お金に意思を持たせ、それぞれのつなぎ役となってもらおう。お金の貸し借りを通じて、血の通

う関係を地域につくりたい。 

でも、お金を貸す人がいるのか？借りたい人がいるのか？うまく作用するのか？わからないなら一度実

験してみよう。そんな思いで始めた、１年２ヶ月の活動を、ここにご報告します。 

 

 

１ セミナー・ワークショップ  

 

① ＜とりあえず声をあげてみよう！＞ 
ワークショップ  

                 
日時：2009 年１月 18 日 13 時～17 時  

場所：野々市町常讃寺 

参加費：500 円 

参加者数：約 30 人 

 

設立準備会の本格始動にあたり広く市民から意見

を聞く目的で開催。 

 

１） 興能信用金庫、金沢信用金庫、金沢大学地
域経済情報センター、酒蔵復興「呑みボラ」

赤須治郎氏、「土蔵へどうぞ」土蔵文化研究

会水野雅夫氏から報告。地域に志金を循環

させる取り組みを学ぶ。 

２） ＮＰＯバンクいしかわ（仮）として、全国ＮＰＯバンクの概要紹介、石川でも設立したい旨説明。 

３） ３グループにわけ、設立にあたっての課題を「ＳＷＯＴ分析」（福岡氏がファシリテート協力） 

     

【成果】 

１） 良い事例にたくさん触れることが出来ました。ファンド形式での「志金循環」を学び、「なぜフ
ァンドでなくバンクなのか？」を考え直すためのきっかけとなりました。 

２） バンク設立の課題として、信頼をどう得るか ・融資先をどう探すか 等。主催者としては、「ど

のような法人格が適切か」など具体的な進路について、参加者からの助言を期待していました

が、・ バンクで何をやりたいのかわからない・ そもそも借りたい人がいるのか などの発言が

相次ぎ、全体として、バンク設立の必要性に疑問あり、などの多くの意見を頂きました。 

３） 予想外の展開で行き詰まった感がありましたが、この日の結果を受けて、３月の企画に向け、よ
り具体的なプレゼンへ発展させることが出来たので、通過点として非常に重要な一日となりまし

た。 

 

 

② ＜ＮＰＯバンクを知ってください！＞ 
田中優氏講演会とワークショップ  

          

日時：2009 年 3 月 21 日（土）10 時～16 時  

場所：野々市交遊舎 

参加費：1,000 円（前売り）1,200 円(当日)  

参加者数：講演会 120 人、ワークショップ 60 人 

 

午前は、一般向けの講演会「おカネが変われ

ば世界が変わる」 

午後は、50 人規模で実際にバンクを立ち上げ

ることを前提としたワークショップ。 
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【成果】 

講演会は 120 人、椅子を追加するほどの盛況ぶりでした。お金に意思を持たせることの重要性を学

ぶという主旨がつたわったのか、ワークショップは定員 50 名のところ、60 人の参加がありました。

準備会の基調報告、融資先の竹の四季、高木糀店の説明、融資希望事業３社のプレゼンを行い、その

あと各グループに分かれ、バンクの仕組みの中で融資事業と出資者がどうつながれるか、熱心な討議

を行いました。建設的な意見が相次ぎ、このバンクを応援する雰囲気が全体に流れました。参加者か

らスポンサーの申し出あり、この日を境に、準備会の運営委員も増え大いに弾みがつき、以降の進展

へとつながっていきました。 

 

③ ＜いろんなバンクの活動例を知りたい！＞ 
コミュニティユースバンク・momo  木村真樹氏講演会・交流会 

「世の中をおもしろくするお金の使い方～ぼくが NPO バンクを作った理由～」 
 

日時：2009 年 8 月 1 日 10 時～15 時 

場所：近江町市場館 

参加費：500 円 

参加者数：60 人（午後） 

 

【成果】 

午前は、ピースバンクメンバーが木村氏に「質

問大会」。融資審査の具体的な方法や、運営の仕

方について学びました。特に、「融資先と共に成

長する」理念を新鮮に感じ、準備会も大いに触

発されました。午後は約６０人の一般参加者向

け講演会。若者中心の活動に共感が集まり、参

加者から出資が相次ぎました。 

 

＜石川地域づくり協会コーディネータ派遣事業として実施＞ 

 

 

④ ＜ＮＰＯバンクの可能性とは？＞ 
社会起業家と考える資金調達のワークショップ＜石川地域づくり協会委託事業＞ 
 

日時：2009 年 10 月 3 日 10 時～12 時 

場所：広坂庁舎（旧県庁跡）3F  

生涯学習センター大会議室 

参加費：無料 

参加者数：100 人 

 

県内で活動する社会起業家から、それぞれの

経験や活動していく中で抱える悩みを伺い、こ

れからの社会起業に必要な資金調達の仕組みを、

コミュニティ・ユースバンク momo の木村真樹

さんをゲストに迎え「おカネのからさわぎ！」

と題して、恋のからさわぎ風でお送りしました。 

 

出席してくださった「社会起業家」の皆さんは、以下の 9団体。 

・NPO 法人アートグミ   金沢の文化芸術を育む。展覧会の企画・実施、アーティス 

トプロデュース、アート・デザイン業務請負など行ってい

ます。 

・NPO 法人 39 アース   循環型社会を目指した環境活動として、竹の間伐、竹の循 

環事業やエコイベントを主催しています。 

・NPO 法人さわやかいいね金沢  高齢者・子育て支援サービスを着実に展開されています。 

・NPO 法人 YOU‐I   金沢を中心に、外国人籍の住民生活サポート、国際協力活 
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動をしています。 

・株式会社御祓川   川の浄化を中心としたまちづくり、人育て、店づくりを通 

じてコミュニティ再生を図っています。 

・株式会社 BUNAGAYA  HERITAGE  沖縄特産品を使った商品のネット販売による売り上げを

元に自然再生、自然保護活動を行っています。 

・コミュニティトレード al  フェアトレード商品の販売や地元の農家さんで収穫され

た旬の野菜を使った日替わりデリなどを提供するカフェ

を併設しています。 

・あかりプロジェクト  摂食障害回復サポートとしてウェブサイト「未来蝶.net」 

を運営しています。 

・杜の里スポーツクラブ  地域住民でもある大学生も参加しながら、スポーツを通じ 

たコミュニティづくりを行っています。 

 

【成果】 

社会起業支援サミット 2009 との共同企画。コミュニティ・ユースバンク momo の木村さんからバ

ンクの仕組みを解説いただいた後、県内で活動する社会起業家に資金の悩みを語っていただき、その

悩みをバンクの仕組みで解決できるかどうかを探りました。バンクを全く知らなかった起業家から、

「借りるならぜひＮＰＯバンクから」という発言が出て、バンクメンバーを感動させました。観客に

は起業を考えている人も多く、具体的な質問が上がり、バンクへの理解・ニーズともに大きな手応え

がありました。 

 

 

⑤ ＜バンクを体感してください＞ 
シンタテ大学 模擬融資審査＋サミット 
 

日時：2010 年 3 月 14 日 13 時～15 時   

場所：新竪町小学校体育館 

参加費：500 円 

参加者約：200 人 

 

案件発表協力者は、自生園 木崎馨雄さん、山口

順一さん、株式会社御祓川（能登スタイルストア） 

森山奈美さん、おらっちゃの里山里海 赤石大輔

さん 

 

【成果】 

エコネット金沢、タテマチ大学との共同企画。４市民に案件発表をしてもらい、参加者が３つの飴

玉をお金に見立てて投票。その後、パネリスト４人で各事業の可能性やバンクの可能性を検討。事業

主に参加者から暖かいメッセージが多く寄せられました。実際に志金を動かして市民が地域を元気に

するシミュレーションが出来ました。結果を発表者の事業のプラスとするためにはどのようにすれば

よいか？、初めての形式で改善点も多く、今後ブラッシュアップして、バンク活動の一つの柱と出来

ればと考えました。 

（この日、託児サービスを実施。「母親が家庭で、環境や食に対して配慮しながら子育てをするこ

とは、次世代に対して最も影響力があることだと思うので、 このイベントに参加できて本当によか

った」（参加者の声） 



 4 

２ 実験融資の実施 

 

 
⑥ 実験融資 

 
○2009 年 5 月実験融資  ２件の実験融資を決定しました。 

 

● 竹の四季さん （融資額：50 万円） 

 

  店主の秋元さん「バンクによる融資は、顔が見える

善意のお金ということで事業は何が何でもやめられ

ない、という適度な緊張感と、支えてくれている人が

いる、という感謝の気持ちを持つことができたことが

よかった。おかげで何とか 1年間、事業を継続するこ

とができた。当初のミッションは、‘安全安心な食事

の提供’のために、限界集落などの野菜などを仕入れ、

地域活性化にも貢献することであったが、限界集落か

らの仕入ばかりが注目され、その結果、仕入先が限定

的になり運営に支障をきたした。今後は‘安全安心な

食事の提供’を柱に、限界集落に限定しない新たな食

材の供給先を開拓しつつ、竹の四季流のオリジナルな

創作料理を提供していきたい」 

  インタビュアーの所見としては、少しずつ認知度も高まり、店主の秋元さんの明るいキャラクターに 

魅かれ、リピーターとなる人も増えているようです。今後、効果的な情報発信を行うことで 2年目以降 

の飛躍が期待されます。 

 

 

● 高木糀商店さん （融資額：20 万円） 

 

高木さんでは、味噌の仕込みに、昔ながらの杉            

樽を使っています。生活に根付いて伝承されてきた

糀文化を守りたいという思いに共感して融資決定。

樽を作る職人がほとんど残っていない、という現状

の中、新しい杉樽の購入費用にあてられました。 

高木さん「出資者の顔が見える関係なので、とに          

かく緊張した。責任が、普通の融資とは違う気がす  

る。利益の利用方法も、ちゃんとしないといけない

と思った。（出資者に）注目してもらえてありがたい。

人と人がつながる、というのが見えてくる。これか

らＮＰＯバンクの規模が大きくなっていったら、人

の意識が変わる。街づくりに直接参加している感覚。

近頃はパチンコ店ばかり増えていくけど・・・バン

クの仕組みを通じて街に自分の好きな風景が増えていったらすごくいい」奥さんのまりこさん「家族だ

けで店をやっているから、外からのいい緊張感をもらってよかった。意識の高い人がお客さんの目で見

てくれるのがいい」 

  融資を通じて、つながりあった志や人が、10 月には「糀料理教室」というかたちとなり、バンクの取

組みの原点を感じる融資案件でした。 
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３ その他の活動 

 

 
・出張講座 市民の学習会、金沢大学の授業などの機会を頂き、趣旨を説明する機会がありました。 

・カフェミーティング 出資者や出資を検討中の方などとバンクメンバーが、ゆっくりお話しする場とし

て開催しました。実施は一度のみ、参加７人でしたが、内容はとてもよかったので定期的に開催できれ

ばと考えています。 

・スポンサーに対する対応として、バンクのウェブサイトに随時スポンサーのブログ更新情報が載る仕組

みは、情報が循環して評判がよかったです。バンク主催のイベントで積極的にスポンサー情報の配布を

するなど、もっとスポンサーの協力に報いるやり方があるはずだと考えており、今後の検討課題として

いきます。 

 

 

 

 

４ ロゴマークとキャッチコピーの作成 

 

 
準備会のメンバーで検討会を数回開催し、本会に向けて、ロゴマーク、キャッチコピーの作成を行い

ました。 

ロゴマークにおいては、運営委員全員よりが「想い」や「イメージ」を言葉や絵で提出し、デザイン

していきました。ロゴは運営委員の描いたオリジナル書体をデザインしています。パズルのピースを組

み合わせていることと、最後のワンピースが人によってはめ込まれようとしている瞬間を図案化したも

のが特徴です。 

キャッチコピーについては、運営委員全員よりが「想い」や「言葉」を出していきながら、運営委員

でＫＪ法などを使ってワークショップによって作成しました。 

今後は、作成したロゴマークやキャッチコピーを活用し、ピースバンクいしかわのＰＲに大いに活用

していきたいと考えています。 

  

 

 

 

 

*ロゴマーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*キャッチコピー       

みえるつながり 
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５ １年の振り返りと本会発足に向けての想い 

 
 

準備会への出資者数 93 人、金額 521 万円。思いがけなく沢山の期待を頂きました。バンク運営という

未知の領域で、出会ったばかりの運営委員が力をあわせ、想定されるバンクの業務をひととおり経験し、

よい結果と課題を得ました。 

  

 

＊ 市民の期待が高いが、出資金受付などの業務を早くミスなくやれるか？ 

 

→ 有料での業務委託の必要性あり。 

 

 

＊ 融資審査の基準作り難しい 

 

→ 一つ一つの案件が違うので、融資の根拠を点数などで表現するのは難しい。 

 

 

＊ 融資審査について出資者の理解を得るには？ 

 

→ 理事や、審査にあたる運営委員は、出資者の代表である、という点を明確に。審査や運営に関わ

りたい人の意思を生かす仕組みをつくる。 

 

 

＊ 融資実行後、融資先とどうつながるか。事業がうまくいかない場合や、途中で志が変化した場合など
に対応は？ 

 

→ 事業はあくまで事業主のもの。バンクは口出ししない。出資者への説明責任として、事業途中に

ヒアリングなどを行う。日ごろのお付き合いも大切に。融資先と出資者をうまくつなぎ、出資者

が事業をよくする方向で関わることをお膳立て出来れば最高。ストーリーを共有する。 

 

 

＊ 融資終了後、反省をどうするか？ 

 

→ 融資を決定した経緯をきちんと記録に残しておくこと。失敗があっても、そこから学ぶ。 

 

 

＊ バンク運営資金の確保が大事 

 

→ 助成金、スポンサーなどを獲得する努力が必要。出資者・融資先・スポンサー、皆に有益な情報

を、ウェブやメルマガなどを生かして発信。さらに、本会では、新規出資者に「貸金業登録費用

負担」として 500 円をお願いしていく。 

 

 

＊ ＮＰＯバンクは、新しい仕組みなので、理解していただくのに多少時間がかかる。 

 

→ 「みえるつながり」を合言葉に。ひと・もの・まちをお金でつなぐ仕組みを、きちんと説明でき

る分かりやすいツールが必要。オフィシャルな印刷物（パンフレットなど）の制作が必要 

 

＊ たくさんの方に関わってもらえるバンク運営を！ 

 

→ 運営は「運営委員会」、融資審査にも関わり、融資先や出資者とのお付き合いなど、「みえるつな

がり」を作り出し、体感できるように。責任を取るのは「理事会」。出資者の代表として、お金

の面での責任を取る。 
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６ 会計報告 
 

 

収支計算書 （設立準備会設立の日から 2010 年 3 月 31 日まで） 

（単位：円） 

項目／科目名 予算金額 摘要 

Ⅰ 収入の部   

 １ 会費・寄付等   

 （１）会費収入 54,000 ＠3,000×18 人 

 （２）寄付金収入 249,602 個人、法人寄付 

 （３）広告収入 110,000 ＠10,000×2 件、＠30,000×3 件 

 ２ 事業収入   

 （１）委託事業収入 400,000 石川県地域づくり協会 

 （２）イベント収入   

     常讃寺ワークショップ 18,500 09/1/19 

     田中優氏 講演会 256,000 09/3/21 

     木村真樹氏 講演会 97,940 09/8/1 

     麹料理教室 47,500 09/10/13 

 ３ その他   

 （１）受取利息（銀行） 941  

 （２）書籍販売収入 27,044  

収入の部 計（A） 1,261,527  

Ⅱ 支出の部   

 １ 事業費   

 （１）委託事業費 465,022  

 （２）イベント事業費   

常讃寺ワークショップ 5,000  

     田中優氏 講演会 241,828  

     木村真樹氏 講演会 97,630  

     麹料理教室 36,926  

 ２ 管理費   

 （１）会議費 26,700 打ち合わせ会議 

 （２）通信費 4,000 切手、はがき等 

 （３）消耗品費 14,399 印鑑など 

 （４）雑費 44,234 印刷費、貸金業受験料など 

支出の部 計（B） 935,739  

当期収支差額（A）‐（B） 325,788  
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貸借対照表 （2010 年 3 月 31 日現在） 

（単位：円） 

科  目 金   額 

Ⅰ 資産の部    

   1 流動資産    

      現金 201,929   

      普通預金 4,663,941   

      短期貸付金 580,000   

      未収入金 400,000   

       流動資産合計  5,845,870  

   2 固定資産    

固定資産合計 0   

資産合計  0  

   5,845,870 

    

Ⅱ 負債の部    

   1 流動負債    

      短期借入金 310,082   

流動負債合計  310,082  

   2 固定負債 0   

固定負債合計  0  

負債合計   310,082 

    

Ⅲ 純資産の部    

   1 出資金  5,210,000  

   2 繰越利益剰余金  325,788  

純資産合計   5,535,788 

負債・純資産合計   5,845,870 
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