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第 14 回通常総会を無事終了しました。
6 月 24 日（土）15 時から世田谷区経堂の「生活クラブ館」
で、東京 CPB 第 14 回通常総会を開催しました。
当日出席者 22 名、委任状 241 名で総会成立の定数を満たし
ていることを確認し、議長承認、来賓紹介、坪井理事長の挨
拶の後、議事審議に入りました。
第 2 号議案 2016 年度事業活動報告・監査意見で、会員・出
資金等の管理ソフトについての見直しの必要を確認し、第 4
号議案 2017 年度予算案で、システム開発費を承認いただきました。貴重なご意見もいただきました。また、
今回は役員改選期にあたり第 5 号議案役員の選出で理事 11 人、監事 2 人を選出いたしました。第 1 号議案
から第 5 号議案まで、全て賛成多数で承認されました。
来賓の女性・市民コミュニティバンク（WCA/神奈川県）の向田理事長からは、2017 年 3 月時点の融資高
が、先輩である WCA を上回る成果を挙げていることなど東京 CPB の事業活動に対する評価をいただき、こ
れからも連携して社会の問題解決のために努めていこうとお励ましをいただきました。

NPO を支える頼もしい専門家集団
～認定非営利活動法人

NPO 会計税務専門家ネットワーク

融資報告会～

総会に先立ち、2016 年度完済の融資先である『認定非営利活動法人
NPO 会計税務専門家ネットワーク』(以下

@PRO)の理事である加藤俊也氏

(公認会計士・税理士)より、
「@PRO の活動と目指すもの」と題して報告をい
ただきました。
@PRO は、全国の公認会計士や税理士など 500 人の会員に対し NPO に係る
税務会計知識の普及啓発や NPO 自体についての知識を提供する団体です。
専門家向けの研修会・シンポジウム開催、冊子や書籍の出版、また NPO 法
人会計基準の改正・普及活動を行なっているそうです。
NPO については、以前に比べれば知られるようになってきたけれど一般的
に正確な認知度はまだ低い段階です。@PRO は会計税務処理のみにとどまら
ず NPO という存在自体にもっと目が向けられるようにと提言をしています。
加藤さんは全国 NPO バンク連絡会

“社会的な問題の解決に取り組む NPO の活動が人々から共感され、活発に
の理事で、貸金業協会や金融庁と

なる社会を目指す”ことを新ビジョン案とし、“NPO の信頼性の向上、専門
の交渉にあたっては専門家として

家と NPO をつなぐ仕組みの構築、NPO が広がる環境づくり”をミッションに
助言をいただいています。

掲げる、NPO などにとって心強い味方です。今後もより一層協力関係を築い
ていきたい団体と実感しました。

新任役員からの挨拶
第 14 回通常総会での役員改選により新理事長となりました植田泉、新任理事となりました土田
さち子よりご挨拶申し上げます。なお、前理事長坪井眞里は、引き続き理事・事務局長として活
動いたします。
新理事長となりました 植田泉です。
東京 CPB も皆さまのご協力のもと 15 年という年月を重ねました。NPO や
社会的市民事業に対する社会の目は設立当時に比べれば理解あるものに
なってきましたが、必要な資金を提供すると同時に、共に考え事業を進
めるパートナーとしての東京 CPB の役割の重要性は変わらないと思って
います。今までの副理事長としての活動より一層の重責に心が引きしま
りますが、多くの方たちと連携しネットワークを広げながら進んでいき
たいと思いますのでよろしくお願いします。
植田

泉新理事長

アースデイ 2017 にて

今年度、CPB の理事に就任しました、土田さち子です。
現在、（特非）アビリティクラブたすけあいのコミュニティー活動応援
基金助成の選考委員をしていますが、回数をかさねるごとに責任の重さを
感じます。
ましてや、融資ともなれば金額も大きくなりますから、さらに責任の大
きさも痛感し、理事を受けたことを少し後悔しました。
20 数年前に東京ワーカーズで食のワーカーズを立ち上げた経験から、資
金の苦労を思い出しました。これから CPB の理事として時に厳しくそして
土田さち子

優しさをもって審査していきたいと思います。

新理事

(特非)アビリティクラブたすけあい理事

志金循環ツアー2017（融資先訪問ツアー）へのお誘い
前号で融資報告をお伝えした（株）フェスティナレンテの胡桃堂喫茶店（国分寺）がオープンして 6 ヶ
月経ちました。東京 CPB では融資後 6 ヶ月程度で事業の様子を見に訪問させていただいています。今年の
『志金循環ツアー』は、6 ヶ月点検も兼ねてこの胡桃堂喫茶店を訪問します。
中央線国分寺駅北口から徒歩 5 分、レトロな外観でたたずむお店のドア
の向こうはどんな世界が広がっているでしょう。
豊かな香りの珈琲や和風の甘味などをいただきながら、お店のコンセプト、
6 ヶ月間の事業ら見えてきたこと等伺いたいと思います。ぜひご参加く
ださい。
日

時 ： 2017 年 11 月 6 日（月） 午前 10 時～11
時～11 時

集

合 ： 中央線国分寺駅 改札 9：45 集合

費

用 ： お店での飲食費自己負担

申 込 先： 東京 CPB （10 月中にご連絡下さい）
※ご希望があれば、この後、一駅隣り(西国分寺)のクルミド
喫茶店なのに“書店”

コーヒー（フェスティナレンテ 1 号店）も訪問します。雰囲気の
さて、どうしてか。お楽しみに。

違う 2 店を一度に体験するチャンスにご参加お待ちしています。

あなたのお金が、環境 NPO の活動を支えています
～
融資報告
●宇都宮農村交流
宇都宮農村交流プロジェクト
プロジェクト協議会
（事務局：
プロジェクト
協議会
事務局：認定 NPO 法人自然環境復元協会・
法人自然環境復元協会・新宿区）
新宿区）
＜主な事業＞
宇都宮市上河内地区の特性を活かした豊かな自然や
【食】を活用し、観光と連携したグリーンツーリズム
の立ち上げと、それによる都市と農村の共生・対流の
推進を図る。
＜融資内容＞
農林水産省「農山漁村振興交付金」つなぎ融資
融資金額：1000 万円・元利一括返済・金利 1.5％・期間 10 ヶ月

あなたのお金が、再生可能エネルギー促進活動を支えています ～ 融資報告
●一般社団法人 全国ご当地エネルギー協会
（新宿区）
＜主な事業＞
全国各地の再生可能エネルギーの事業推進をバック
アップし、ご当地エネルギーの普及を拡大するための社
会ビジネスモデルの開発や情報・知見の共有、外国の先
進地域との連携、政策研究・提言、人材育成、事業支援
等を進めて行く。
今回は農山漁村活性化再生可能エネルギー事業化サ
ポート事業のうち研修会の開催及び事業化推進事業の
全国ご当地エネルギー協会

代表理事

佐藤彌右衛門さん(会津電力(株)社長)

フォローをする。
＜融資内容＞
農林水産省「農山漁村 6 次産業化対策事業補助金」つなぎ融資
融資金額：950 万円・元利一括返済・金利 1.5％・期間 9 ヶ月

あなたのお金が、まちづくり NPO の活動を支えています ～ 融資報告
特定非営利活動法人 コレクティブハウジング社
コレクティブハウジング社 （豊島区）
豊島区）
＜主な事業＞
人と人が関わり育む豊かさを、住まい手自身が築き上げることに自治上の
豊かさがあると考え、このような暮らしを実現する仕組みと空間を持つ住ま
いをコレクティブハウジングと捉え、その実現を推進し、社会課題の解決に
寄与する。
＜融資内容＞
タウンコレクティブ椎名町プロジェクト
（建物借り上げによる転貸借事業）にお
ける建物改修にかかる工事費用
融資金額：200 万円 ・元利均等分割返済
・金利 1.8％ ・期間 60 ヶ月
入居者が積極的に管理運営をします。一緒に食事(コモンミール)することも。

日本貸金業協会 指定紛争解決機関（ADR）
負担金の値上げについて
東京 CPB は、東京都に登録している貸金業者ですが、

実績表

2017 年 9 月 30 日現在

金融トラブル解決の利用者保護の観点から日本貸金業

◆会員数・出資金
協会（以下、協会）「指定紛争解決機関（ADR）」加入が
個人会員数：618 名、団体会員数：45 団体
貸金業法で定められています。(協会の会員ではありま
出資金：107,600,000 円
せん)

◆融資・社会的投資【2017 年度】
今年 2 月に、協会から“ADR の業務継続のために会員
融資件数：3 件

融資残高：2,150 万円

非会員に関わらず、平成 30 年度から負担金を一律にす
累計融資件数：82 件融資累計額：約 3 億 8500 万円
るよう理事会に提案する。意見がある事業者は提出する
社会的投資額：2,300 万円
ように”とのお知らせがありました。平成 28 年度まで

◆サポート会費ありがとうございました！！
の負担金は、非会員は会員の 1/4 弱に設定されていまし
今年も多くの会員の皆さまから、サポート会費を
た。（平成 29 年度は移行期間）
いただきました。ありがとうございました。
全国 NPO バンク連絡会(以下、バンク連）としては、
『NPO

団体

： 生活クラブ生協・東京

個人

： （敬称略）

バンクは、貸金業法における特定非営利金融法人であ
り、一般貸金業者とは事業規模も異なること、紛争は今

松田淳、柳本悦子、市橋仁、市橋綾子、
まで一度もおきていないこと』等を理由に異議意見書提

上坂胡桃、松浦恵理子、名和三次保、早川昭久、
出と共に、数ヶ月間協会及び所轄官庁である金融庁と話

松原和子、吉田恵美子、村上俊一、麻生純二、
し合いを続けてきました。

深谷豊、津金恵美、福田恵子、森岡初枝、
しかし、協会は、特例を設けることはできない、応益・

平井千代子、小野寺京子、佐々木庸子、小口陽子、
応能負担の考え方はしないとのことで、会員非会員に関

丸谷和子、田辺雪子、髙井浩子、山口美紗子、
係なく全事業者一律均等会費という決定を行ない、非会

塩田三恵子、田原てる子、小林和代、布施恵子、
員は平成 29 年度分から新負担金額を払うようにとの通

園川かほり、石山佳奈、堀内八千代、廣井理恵子、
知が来ました。これにより会費は NPO バンクなど非会員

菊地規子、福島佐江子、安藤紀久、笠間伊基子、
は今までの 2 倍に、一方会員である事業者は今までの半

佐藤美登里、石川紀、南雲玲子、神津真紀子、
分以下となりました。

土井彩、淺川悦子、池口葉子、小柳智恵、
バンク連としては、この決定には承服できないとして

佐々木貴子、田中のり子、庄妙子、吉田由美子、
協会及び金融庁に意見を伝えるとともに、この決定の撤

岡本朋美、遠藤寿子、君和田紀子、木下枝美子、
回及び特定非営利金融法人に対する特例設定を求めて

加藤節子、饗庭寿夫、高瀬美江子、樋口蓉子、
これからも活動を続けていくことを決定しています。皆

藤村忍、小沢幸子、道下明子、八木昭子、
さんの心の中にもお留め置き下さい。

小松久子、田村ちひろ 計

1,373,500 円

◆寄附金 ありがとうございました！！
早川昭久様、石山佳奈様、須藤和子様
◆インフォメーション：法政大学で講師をします。

有意義に使わせていただきたく、目的使途を考慮
中です。

12 月 13 日（水）午後、市ヶ谷の法政大学にて、社会
的連帯経済である協同組合および社会非営利市民事業

出資・増資について
が展開する事業・活動についての授業の一環で、「市民
金融によるコミュニティ・エンパワーメント」として、
東京 CPB が講座を担当します。大学の正規授業ですが事

東京ＣＰＢに出資したいという方を紹介してください。
資料・加入申込書等お送りします。
増資をご希望の方も、ご連絡をお待ちしています。

融資先をご紹介下さい
前予約により学生以外の聴講も可能です。関心のある方
は東京 CPB までお問い合わせください。

東京 CPB のリーフレット等ご活用ください。

