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新年おめでとうございます
2020 年は、新型コロナウイルス感染症に翻弄された一年でした。
会員の皆様のお仕事や生活も少なからず影響を受けたことと思います。
皆様お元気で新年を迎えられましたか。
理事会はオンラインで開催し、コロナ禍のなかだからこそ東京 CPB として
なすべきことは何か、関係団体への支援はどうするか、と検討してきました。
（詳細次項）
融資申請者との面談や決定のための審査は注意しながら対面で行う一方で、
融資後の進展確認のための訪問は状況を鑑み、保留させていただいています。
事務局は 4 月の緊急事態宣言以降出勤日を減らし、できるだけメールでの対応をしてい
ます。今後もしばらくその予定ですので、連絡は電話でなくメール・FAX でお願いします。
再度の緊急事態宣言が発令され、予断を許さない状況です。融資先や会員の皆様とも普通に話し合
える日々が早く戻ることを望みます。皆様も更にご注意ください。
東京 CPB 理事長
植田 泉

コロナ禍の連携先に緊急支援
新型コロナウイルス感染症の流行により、東京 CPB の融資先も大きな影響を受けています。
感染症が拡がってきた 2020 年 3 月には融資先と連絡を取り、事業への影響や資金繰りなどの
聞き取りを行いました。ほとんどの事業者が影響を受けていますが、全融資先が現在まで返
済を続けています。
（2020 年 12 月現在）
しかし、緊急事態宣言での休業などから資金が必要な場合もあり得ると判断し、生活クラ
ブ運動グループ団体の事業者・現融資先からの申請がある場合には、無金利による緊急融資
を検討することを 5 月理事会で決定し関係団体を通じて情報を伝えました。申請及び実行は
今のところ 1 件です。しかし、感染症の流行が長期化していることで、事業状況がさらに厳
しくなっているという団体もあります。今後も融資先の状況を聞き取りながら必要に応じて
対応を進めていきます。

あなたのお金が、環境ＮＰＯの活動を支えています～コロナ禍対応融資報告～
●特定非営利活動法人

エコメッセ

（世田谷区）

<主な事業>「チャリティ－ショップ」運営によるリユース・リサイクル事業と自然エネルギーによる発電
事業の収益から、環境活動と自然との共生を最優先した資源循環社会をめざすまちづくりを行う
〈融資内容〉新型コロナウイルス感染拡大による事業悪化を改善する運転資金。緊急事態宣言での
休業対象のため 2 か月間休業したため、その間の 15 店舗の家賃等固定費のための資金融資。
コロナ禍影響によると判断し無金利の緊急融資として実行。
融資金額：500 万円 ・元利金等返済（元金返済 1 年据置） ・金利 無し
・期間 60 ヶ月 2020 年 5 月融資実行

あなたのお金が、まちづくり活動を支えています
●特定非営利活動法人

コレクティブハウジング社

～融資報告～

（町田市）

〈主な事業〉コミュニティの崩壊による孤立化、少子高齢化、
非婚化などで孤立が深まる社会の中で、住まい手自身が
つながりをつくりつつ暮らしていく住まい方としてのコレ
クティブハウジングの普及と持続的運営の支援。
〈融資内容〉国土交通省「居住支援法人活動支援事業補助
金」つなぎ資金。町田市の新しいコレクティブハウスがコ
ロナ禍で内覧等ができず入居が遅れたためつなぎ資金が
必要となったため。
融資金額：160 万円 ・元利一括返済
・金利 0.8％ ・期間 7 か月
2020 年 10 月融資実行

2020 年オープンのコレクティブハウス（まちのもり本町田）が、
キッズデザイン賞の優秀賞、グッドデザイン賞を獲得しました。

あなたのお金が、まちづくりの活動を支えています

～融資報告～

●企業組合 あうん （荒川区）
〈主な事業〉 生活困窮者が相互に支えながら主体的に仕事起こしを
行い働く場作りを確保することを目的に設立され 19 年。
便利屋・リサイクルショップ運営・資源買取が中心事業。
〈融資内容〉地域の交流拠点となるためのカフェ部門としての「どっこい食堂」
の内装等開店準備資金
融資金額：100 万円 ・元利均等返済 ・金利 1.0％ ・期間 36 ヶ月
2020 年 4 月融資実行

「どっこい食堂」近況
第 17 回通常総会報告
新型コロナウイルス流行のため開店が遅れ 5 月より持ち帰り弁
緊急支援・困窮者支援について意見交換
当のみ開始、食堂開始は 7 月になりました。行政との連携で困窮
世帯への弁当配布にも協力。地域住民に好評で、食数も増加して
います。
ある日のランチ

出資・増資について
東京 CPB に出資したいという方をご紹介ください。資料・加入申込書等をお送りします。
増資希望の方もご連絡ください。

融資先をご紹介下さい
東京 CPB のホームページをご紹介ください。

サポート会費について
低金利で社会的事業に融資をする東京 CPB は、皆様からのサポート会費で運営しています。
ご協力をお願いいたします。（一口 1000 円とさせていただいています）

あなたのお金が、環境 NPO の活動を支えています ～融資報告～
以下 5 事業事務局：認定 NPO 法人自然環境復元協会（新宿区）
●石巻みらい農泊実施協議会
＜主な事業＞ 宮城県石巻市の水産資源を活かし、レストラン、漁師、震災語り部と連携した滞在型
体験プログラムの開発
＜融資内容＞ 農林水産省「農山漁村振興交付金」事業のつなぎ資金
融資金額：650 万円 ・元利一括返済 ・金利 0.8％ ・期間 10 ヶ月
2020 年７月融資実行

●たかす農泊実施協議会
＜主な事業＞ 岐阜県郡上市高鷲地区での踊りの文化、特産大豆の食文化、山岳信仰などの自然
環境を活用した滞在型体験プログラムの開発、それに伴い自然環境保全・地域経済活性化
＜融資内容＞ 農林水産省「農山漁村振興交付金」事業つなぎ資金
融資金額：645 万円 ・元利一括返済 ・金利 0.8％ ・期間 10 ヶ月
2020 年 7 月融資実行

●長柄町林業体験型宿泊推進協議会
＜主な事業＞ 千葉県長柄町での杉の伐倒から建築までのログハウスづくり体験プログラムと
その後の移住または 2 地域居住促進事業
＜融資内容＞ 農林水産省「農山漁村振興交付金」事業つなぎ資金
融資金：650 万円 ・元利一括返済 ・金利 0.8％ ・期間 10 ヶ月 2020 年 7 月融資実行

●屋久島平内農泊推進協議会
＜主な事業＞ 鹿児島県屋久島の平内地区での果樹農園での農業体験・宿泊
・食事を組み合わせた多世代向け滞在型体験プログラムの開発
＜融資内容＞ 農林水産省「農山漁村振興交付金」事業のつなぎ資金
融資金額：750 万円 ・元利一括返済 ・金利 0.8％ ・期間 10 ヶ月
2020 年 7 月融資実行
屋久島タンカン

●屋久島ブルーツーリズム推進協議会
＜主な事業＞ 森と海が近く魚種が豊富な屋久島の海の魅力を体験する
プログラムの造成。海洋環境の保全に努め屋久島の漁業を持続可能にする。
＜融資内容＞ 農林水産省「農山漁村振興交付金」事業のつなぎ資金
融資金額：750 万円 ・元利一括返済 ・金利 0.8％ ・期間 4 か月
2021 年 1 月融資実行
屋久島の魚

シロブチハタとオジサン

時代の要請による役割を確認

第 17 回総会報告

6 月 20 日（土）午後、東京 CPB 第 17 回通常総会を開催いたしました。今回はコロナ禍のなか
例年のような融資団体による活動報告と交流の時間は行わず総会のみでしたが、長年の出資者の
方々、市民審査委員や理事事務局等の経験者がお集まりくださり意見交換
ができました。
第 1 号議案(2019 年度事業活動報告)では、改めて 100 件強の融資件数、
5 億円を超える融資総額を達成したことを確認し NPO バンクとして一定
の役割を果たしていることを共有しました。
第 3 号議案（2020 年度事業活動計画）では、コロナ禍において課題に直面
している団体や困窮者への支援、サポート会費の実情、就労継続支援 B 型
事業所について等の質問がありました。コロナ対応の緊急融資について説明し、
現状について共有しました。
新理事紹介
金子かほるさん
第 1 号議案から第 4 号議案まで異議なく承認され、第 5 号議案では
（東京ワーカーズ・コレクティブ
役員補充 1 名を決定しました。
協同組合副理事長）

より安定的な障がい者支援を目指して～NP0 こすもす志金循環ツアー報告
NPO こすもすは、2008 年から障がいの有無を問わない就労の場としてパン屋とカフェを営んで
きました。2019 年、就労継続支援 B 型事業所を開設したため、東京 CPB は運転資金を融資していま
す。2020 年 2 月 20 日に訪問し、パン工房・カフェでそれぞれの個性を生かして仕事に励む方々と
それをサポートするスタッフの様子を拝見しました。理事長の佐久間さんに、多方面への働きかけ
と利用者さんの評判を聞いて見学や体験に訪れる方も増えていると伺いました。制度の中での難
しさや社会的責任も増していますが、多くの支援者の想いを受けて前進しているようでした。
こすもす近況

（2020 年 12 月現在）

コロナ流行の影響を受けカフェの営業を一旦休業しまし
たが、現在は午後のイ―トインを再開。ランチの再開は
未定とのことです。B 型事業所利用者さんの登録は 24
名に増えました。

実績表
◆会員数・出資金 （2020 年 11 月 30 日現在）
◆個人会員数：

586 名 ◆団体会員数：49 団体

◆出資金：1 億 575 万円

◆融資・社会的投資 (2020 年度)
◆融資件数： ８件
◆融資高： ４２０5 万円
◆累計融資件数： 109 件
◆融資累計額：5 億 ５１６８万円
社会的投資額：2300 万円

◆サポート会費ありがとうございます！（2020 年４月～11 月現在）敬称略
団体：２件 個人：７６名
計 １６１万９千円
丸山恵子、水谷泉、丹野章子、上坂胡桃、麻生純二、村上俊一、斎藤規久子、名和三次保、藤井道代、小
松久子、松崎美沙、鈴木礼子、丸谷和子、松原和子、永嶋和子、塩田三恵子、小野寺京子、山岸啓子、下瀬健
雄、早川昭久、笠間伊基子、饗庭寿夫、工藤春代、田辺雪子、南雲玲子、吉田恵美子、髙井浩子、小沢幸子、
高瀬美江子、佐藤美登里、佐々木庸子、菊地規子、樋口蓉子、後藤久美子、加藤節子、平井千代子、亀野直子、
堀本良枝、池田敦子、唯根ひで子、小林和子、南良子、堀内八千代、高橋晃子、安藤紀久、池口葉子、林周子、
石黒久美子、本田文子、奥田雅子、土井彩、岡本朋美、北後真智子、小柳智恵、小山美香、庄妙子、土田さち
子、吉田由美子、遠藤寿子、石川紀、佐々木雅子、長嶋順子、西尾光子、道下明子、柳本悦子、秋山美智子、
石山佳奈、田村ちひろ、神津真紀子、西貞子、君和田紀子、西園寺美希子、羽場真美、田中孝子、
（特非）ACT
あやとり、生活クラブ生協・東京、中村映子、石原秀信

