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が
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に
や
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と
思
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は
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と
私
た
ち
も
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た
い
と
思
う
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ず
。

賛助会員募集
富士吉田 みんなの貯金箱財団では、賛助会員を募集しております。

富士吉田 みんなの貯金箱財団は、賛助会員の会費により活動が支えられています。

皆様のお力が、財団の健全な運営と、さらなる発展につながります。

ぜひとも、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

【監事】

前田　重夫

佐藤　文彦

法人賛助会員

A 12000 円～

特典：ニュースレター・会報の配信、企業サイトリンク掲載

B 30000 円～

特典：ニュースレター・会報の配信、企業サイトリンク掲載、

会報への企業名掲載

C 100000 円～

特典：ニュースレター・会報の配信、企業サイトリンク掲載（バ

ナー使用可）、会報への企業名掲載

(1) 賛助会員 ( 財団のサポーターとして積極的に財政支援を行う )

年会費 10,000 円 ( 一口以上 )

特典：ニュースレター配信、会報配送、会報への名前記載

(2) 準会員 ( 気軽に財団の活動を応援する )

入会金 無し

年会費 2000 円

特典：ニュースレター配信

個人会員をご希望の方 法人会員をご希望の方
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【評議員】　　　　

堀内　光一郎

堀内　裕

坂本　秀二

小野　利郎

細田　幸次

広瀬　猛弘

市村　隆男

玉村　雅敏

【代表理事】

齊藤　智彦

【理事】

広瀬　英一朗

渡辺　威済

小野　利郎

三浦　恵理

加々美　琢也

小山田　俊司

富士吉田みんなの貯金箱財団事務局

山梨県富士吉田市下吉田 2-18-2

HP：http://fpbf.jp　／　Mail：info@fpbf.jp 

お申し込み方法は 3種類ご用意しています。

1. 銀行振込（ホームページにも詳細が載っております）

 山梨中央銀行　吉田支店 　1963242　

 ザイ）フジヨシダミンナノチヨキンバコザイダン

 一般財団法人富士吉田みんなの貯金箱財団

＊貯金箱に貯金する際と口座番号が異なりますのでご注意

下さい。

2. ホームページから（クレジットカードがご利用頂けます）

 http://fpbf.jp

3. 財団に直接持っていく（富士吉田市下吉田 2-18-2）

日時を調整させていただきますので下記アドレスまでご連

絡下さい

 info@fpbf.jp

＊領収書が必要な方は財団までご連絡下さい。

<お申し込み方法>



財団の仕事

富士吉田みんなの貯金箱財団は、まちで「やりたいアイデア」を

募集します。出て来たアイデアは、財団と起案者で一緒に相談し

た後、まちの課題や必要なモノ・事・仕組み等をみんなで話し合

う「まちの会議室」で話し合われます。（「まちの会議室」は財団

が定期的に開催します。）アイデアに賛同が集まった場合は” まち

のプロジェクト＝「まちぷろ」” として承認され、実行準備段階に

移ります。その際財団は、「まちぷろ」を実行するのに必要な資金

や仲間を集めるお手伝いをします。

また、財団は「まちぷろ」を実行する為に、まちのみんなで貯める「貯

金箱」を設け、そこに様々な方法でお金を貯金していきます。

まちの「やりたいアイデア」を

募集して応援します！

「まちの会議室」を主催します！ 「まちぷろ」を実行する為に貯金箱

を設けてお金を集めます！

富士吉田みんなの貯金箱財団は、まちの為に以下の二つの貯金箱

を設けます。

②取り敢えず、今後出てくるアイデアの為にまずは貯めておく「み

んなの貯金箱」

①実際に出て来たまちぷろを実現する為の「まちぷろ実行貯金箱」

※詳しい説明に関しましては、P6をご覧ください。

富士吉田みんなの貯金箱財団は、以下の三つの方法で貯金箱にお金を

貯めていきます。

①富士吉田の事を考える人や企業の皆様に、直接貯金のお願いをする。

②富士吉田の事を考える企業の皆様に、まちの為に貯金が出来る寄付

商品や 寄付キャンペーンを作ってもらい、売り上げの一部を貯金し

てもらう。

③富士吉田の魅力なものをを売り出して、日本中、世界中の人に買っ

てもらう。

富士吉田みんなの貯金箱財団は、　

何かやりたい事がある人をとこと

ん応援します !

富士吉田みんなの貯金箱財団は、富士吉田に住む人の

「やりたいアイデア」を形にする為の財団です。

財団は具体的に何をするの？

貯金箱は 2種類あるの？ どうやって、お金を集めるの？

まちぷろ実行
貯金箱

みんなの
貯金箱
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アイコン等 アイコン等 アイコン等

財団のミッションとビジョン

やりたい」を「できる」に変える 3つのポイント

私たち誰もが、子どもの頃には夢がありました。プロのスポーツ選手
になる事や、飛行機のパイロットになる事など、誰もが何かに憧れを
持っていたと思います。曖昧な言葉にはなりますが、幸せとは、夢や
希望を持つことができる状態だと思います。また、人々は可能性を求
めて、その可能性の下に集まります。では、最近の社会ではどうでしょ
うか？ 多くの人が胸の中に、「やりたい事」や、「こうなってほしいと
言う想い」を持っています。しかし実際は、多くの人が、やり方が分
からなかったり、最初の一歩を踏み出す事が出来ないでいる様に思え
ます。私たちは、そうした想いを抱える人達を支える仕組みが、現代
の社会に必要だと感じました。街で何か小さな良いアイデアが生まれ
た時、もしすぐに相談に行くことができる場所があったなら、そのア
イデアは埋もれることなく結実するかもしれません。また、もしその
ようなアイデアの受け皿があれば、人々は今以上に様々なアイデアを
生み出す事が出来るかもしれません。私たちは、人々の「やりたい」
を「できる」に変える為、3つのポイントに着目し、それらをもって人々
を支える事を使命に活動していきます。

やりたいことができる街にしたい。

人を繋ぐ
単独でプロジェクトをマネージメントする
ことには限界があります。独りで自身の
力量を超えた活動を続ける事は、活動の
限界に直面し、失敗する可能性が高くな
ります。やりたい事が大きくなればなる
ほど、仲間と協力する事が重要です。また、
実際の活動において、関わる人の増加は
活動の拡大に直結します。しかし、プロジェ
クトの初期段階で人を集めるのは非常に
難しいことです。財団は、財団自身がやり
たいアイデアに協力する一人の仲間とな
ると共に、アイデアに賛同、協力してくれ
る仲間を見つけ、大勢の人が活動に関わ
れる様にお手伝いをします。

資金を集める
何かをやりたい時に、必ず直面するのは
資金の問題です。財団は地域への想いを
貯金する「まちのみんなの貯金箱」として
様々な手法を駆使して街のための「みん
なの貯金箱」へ貯金を集めます。また、街
で生まれたアイデアを、実際にかたちに
する際に、実際にいくらかかるのか？そ
の予算額は適正なのか？どうすればその
お金が集まるのか？財団はそうした相談
にも乗らせて頂きます。そうした過程を
経てアイデアが熟成された後は、実際に
必要な額を集めるためのお手伝いをさせ
て頂きます。

ノウハウを提供する
何か活動をする時には、「どうしたら良い
のか分からない」と言った事態が必ず起
こるものです。財団では、計画を立てる段
階から、出来る限りそのような事態が起
こらない様にお手伝いするとともに、も
し問題が起きた際は、その問題が解決す
る事が出来る様、お手伝い頂ける人材を
ご紹介できる体制を築きます。また、財団
自体も日頃から様々な地域での活動事例
を収集する事により、まずは困ったこと
が起きない様に、もし困ったことが起き
てしまったらそれを解決出来る様に、様々
なノウハウをご提供させて頂きます。



「まちぷろ」とは？
まちぷろとは、街で生まれた「やりたいアイデア」を「まちの会議室」で話し合い、実行することが決定した街のプロジェクトです。

実際に「まちぷろ」としてプロジェクトを実行する手順は以下の通りです。分からないことや、質問があったらまずは何でも財団にご相談下さい。

街のために何かしたいと思いはあるけれど、実際に街では何

が必要とされているのか？こんな疑問にぶつかることがある

と思います。財団は市内で開催されたイベントを通して、市

民のみなさんの声を直接聞くことができました。そこで街を

良くする 3つのアイデアを提示し、そのアイデアに対して、

市民の方々が実現したいと思うものに投票していただきまし

た。3つの中で、市民の方々の問題意識がもっとも強く、共

感を集めたのが『アキナイ』というプロジェクトです。

アキナイとは

アキナイ（2013 年秋～）
第一弾 まちプロ

具体的プロジェクト内容 長屋リノベーション見積もり

アキナイでは、2013 年度内に下吉田にあ

る長屋の再生を計画しています。対象と

なる長屋は、外観の雰囲気も当時のまま

残る、かつて小料理屋が 6 軒並び、多く

の人々で賑わっていた場所です。この長

屋も、現在では 6 軒のうち 5 軒が住み手

のいないまま 10 年以上が過ぎており、家

主も、その後の活用に悩んでいました。

かつて多くの人々で賑わっていた場所に、

再び新たな命を吹き込むことは、アキナ

イのリノベーションとして、相応しい第

一歩だと考えています。　リノベーショ

ンした後、この長屋には富士吉田を面白

い街にするべく活動をはじめている、若

者たちの団体等が事務所を設置する予定

です。

アキナイとは、地域おこし協力隊の赤松

さんが取り組んでいる、空き家、空き店

舗を活用していくプロジェクトです。

富士吉田市でこれまで実施されて来な

かった新たな視点で、空き家、空き店舗

の活用をはじめています。その方法は、

リノベーション（修築）。家主等と協力し

ながら、この街に住みたい、この街でお

店を始めたいという人を募り、空き家、

空き店舗をリノベーションして物件を貸

し出していきます。そして、リノベーショ

ンは地域とのつながりを最大限に考え、

地域の方々にも工具を持ってきていただ

き一緒に進めていきます。結果として、

それぞれの物件には空間としての付加価

値、地域とのつながりという付加価値を

与え、街の活気につなげていきます。
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赤松写真

プロジェクト応募者

赤松智志

実施企画内容見積もり

内部解体 /廃材処理等 約 20 万円

基礎補修工事 /配管工事 /電気工事 /

ガス工事等  約 150 万円

基本内装工事 　約 50 万円

計 220 万円

＊上記工事費の内 200 万円は財団の申請による総務省：既

存ストック活用事業補助金の採択を受けています。20万円

は地域おこし協力隊の活動経費から支払われます。

財団は現在以下の資金を集めています。

①水洗洋式トイレの設置WS費     10 万円
②汗を流すお風呂の設置WS費     25 万円
③大きめのキッチン設置WS費     25 万円
＊①から順に実際に目標金額が集まり次第実施に移さ

れます。
富士吉田みんなの貯金箱財団事務局
山梨県富士吉田市下吉田 2-18-2　HP:http://fpbf.jp　／　Mail : info@fpbf.jp 

まずは何でもお気軽にご相談下さい！

必要な人やお金が集まったら、プロジェクトの実行に移します。
財団は実行時のフォローはもちろんのこと、万が一の際の相談
等も承ります。

実行する

05 実
行

まちの会議室で承認を貰う
まちの課題や必要なモノ・事・仕組み等をみんなで話し合う「ま
ちの会議室」で実際に行うかどうか話し合われます。OK が出
た場合は、”まちのプロジェクト＝「まちぷろ」”として承認され、
実行準備段階に移されます。

承
認03

みんなでお金や仲間を集める
実際に必要な人やお金を集めます。財団は必要資源を集める
お手伝いをすると共に、プロジェクトの広報活動や、仲間を
繋ぐ声かけなどの支援を行います。

準
備04

「やりたいアイデア」を財団に申請する
街のみなさんの「やりたいアイデア」を財団に申請します。申
請に難しいことは必要ありません。メールでも、手紙でも、財
団に直接お越し頂いてお話し頂いても大丈夫です。まずは「や
りたい！」という、その思いを財団にぶつけて下さい。

申 

請01

財団と一緒に考える
やりたいことを実現するために必要な人やお金の集め方、プロ
ジェクトの進め方を、財団スタッフと一緒に考え、アイデアを
より熟成させます。専門家と相談する必要がある場合はご紹介
も致します。

相
談02
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法人の皆様へ
富士吉田みんなの貯金箱財団では、地域に対して貢献したいと言

う企業の皆様に、以下の 4 つのプログラムを通し、地域貢献のお

手伝いをさせて頂いております。財団は企画・開発及び、企業の

皆様の PR を通じて、企業活動にご協力させて頂きます。市民の想

いをカタチにする、当財団のプログラムを是非ご活用ください。

売り上げの一部を財団へ寄付する「寄
付商品」の企画・開発・販売を行います。

期間や場を設けて、財団への貯金につ

ながるキャンペーンを行います。

商品の売り上げの一部を財団に寄付する仕
組みを持つ商品です。寄付商品には財団の
ロゴマークをつけることで、財団に寄付さ
れることを消費者にわかりやすく 伝えます。

（例）Keio water
１本につき１円を財団に寄付。

期間や場を設けて、寄付の促進など財団へ
の貯金につながるキャンペーンを行います。

（例）ハッピー貯金日キャンペーン
毎週決まった曜日に貯金キャンペーンを実施。売り上げ全体の

5％を財団に寄付。

応援したいテーマやプロジェクトを選び、
寄付などの支援を行います。皆様の関心の
ある分野や特に応援したい取り組みに対し
て、思いをより明確に打ち出して支援する
ことができます。

（例）登山関連サービス店×登山道にトイレを設置する
市民が立ち上げたトイレ設置プロジェクトに対し、市民からの

寄付が５０万円集まった場合、マッチアップで登山関連サービ

ス店より５０万円の寄付を行う。 （プロジェクトへの助成は総額

１００万円となる）

皆様のご希望、ご予算に応じて、キャンペーンの企

画を一緒に行います。内容につきましては個別にご

相談の上、サポートさせていただきながら決定して

いきます。

皆様の思いと、まちのプロジェクトをマッチングさ

せ、プログラムを作成します。内容につきましては

個別にご相談の上、サポートさせていただきながら

決定していきます。

冠基金プログラム作成の流れ（一例）

（１）基金の対象テーマ・プロジェクトの検討・選定

（２）寄付金額・マッチアップ方法等の検討

（３）ホームページ等での PR

（４）支援の実施（寄付金集金、人員派遣など）

（５）成果報告

商品開発の流れ（一例）

（１）キャンペーン内容の検討・企画

（２）寄付金額・方法の検討

（３）PR、広告

（４）キャンペーンの実施

（５）寄付金の集金

（６）成果報告

みなさまがお持ちの製品、サービスなど特色を生か

した寄付商品を一緒に企画・開発します。内容につ

きましては個別にご相談の上、サポートさせていた

だきながら決定していきます。

商品開発の流れ（一例）

（１）対象製品 /サービスの検討・企画

（２）価格設定・寄付金額の検討

（３）PR方法、販売方法等の検討

（４）販売開始

（５）寄付金の集金

（６）成果報告

4 つのプログラム

貯金キャンペーンを開催する寄付商品をつくる 冠基金をつくる

1. 寄付商品 2. 貯金キャンペーン

応援したいプロジェクトに対して、企
業として資金などの支援を行います。

3. 冠基金

財団のみんなの貯金箱に、企業として
資金などの支援を行います。

4. みんなの貯金箱に貯金

富士吉田みんなの貯金箱財団事務局

山梨県富士吉田市下吉田 2-18-2

HP：http://fpbf.jp　／　Mail：info@fpbf.jp 
まずは何でもお気軽にご相談下さい！

寄付商品とは 貯金キャンペーンとは 冠基金とは

個人の皆様へ
みなさま一人一人の思いと力が、まちのプロジェクトを実現する一歩

になります。より良い富士吉田市を目指すために財団及びプロジェク

トに応援してくださる方々をお待ちしております。

貯められた貯金は、定期的に開催される「まちの会議室」で話し
合い決定した、まちのための応援プロジェクト =「まちぷろ」を
実行する為の資金として使われます。まちの為に貢献したいけれ
ど、具体的に何に使ってほしいか分からないと言った方にお勧め
です。

みんなの貯金箱とは、今後出てくるアイデアの為にまずは貯めて
おく、一つの大きな貯金箱です。富士吉田みんなの貯金箱財団では、
みんなで集めて、みんなで使い方を決める「みんなの貯金箱」に
貯金を集めています。

まちぷろ実行貯金箱とは、まちのプロジェクト＝「まちぷろ」を実
行する為の資金を集める貯金箱です。まちぷろ実行貯金箱には、「お
金」と「ボランティア」、2つの方法で貯金が可能です。

具体的に動き出している「まちぷろ」に対して、直接資金面でサポー
トをすることが可能です。貯金の方法は銀行振込、インターネッ
トを通じたカード決済、もしくは直接財団に御持ち頂いても大丈
夫です。

「まちぷろ」を実行する際に、「私もボランティアとして協力しま

す！」とお申し込み頂くと、ボランティアで働いて頂いた時間に

相当する金額が、みんなの貯金箱からまちぷろ実行貯金箱に貯金

されます。「まちぷろ」に対して協力し、その時間を「まちぷろ」

実際の資金として循環させることが可能です。実際に体を動かし

てまちに貢献したいと言う方にお勧めです。

お申し込みはホームページから行えます。

みんなの貯金箱

みんなの貯金箱の利用に関して

<貯金方法＞

貯金方法は 3種類ご用意しています。

1. 銀行振込（ホームページにも詳細が載っております）

 山梨中央銀行　吉田支店 　1963256　

 ザイ）フジヨシダミンナノチヨキンバコザイダン

 一般財団法人富士吉田みんなの貯金箱財団

2. ホームページから（クレジットカードがご利用頂けます）

 http://fpbf.jp

3. 財団に直接持っていく（富士吉田市下吉田 2-18-2）

日時を調整させていただきますので下記アドレスまでご連

絡下さい

 info@fpbf.jp

貯金方法

まちぷろ実行貯金箱の利用に関して

まちぷろ実行貯金箱

ボランティアで貯金って、どういうこと？

まちぷろ実行
貯金箱

みんなの
貯金箱


