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 第２部は藤原講師の指導のもとに，グループワークに取り組みま

した。受講者が自分の強みを書き出し，メンバーで「強み」の分類

を行い，『「強み」要素マトリックス（曼荼羅図）」，(以下「強み曼荼

羅図」という)』を作成しました。そして活用する強み要素を組み合

わせて，各チームごとに「協働のストーリー展開」に取り組みまし

た。 
 ２チーム発表の後，藤原講師および植木講師から各チームへのコ

メントをいただき，グループワークの成果を確認しました。 
 わずか 50 分足らずの協働作業の中で，自分の強みの再発見ととも

に，「強み曼荼羅図」から互いの強みの組み合わせにより，新しい，

思いがけない協働のストーリーづくりの可能性を体感しました。「な

いものねだり」ではなく，「あるもの磨き」による地域課題の解決へ

という講師のコメントを実感することができました。 

最初に株式会社カスタネットの植木力さんに「日本でいちばん社会

貢献に力を入れている小さな企業の物語」と題して講演をして頂きま

した。大企業から社内ベンチャーで創業され，「社会貢献」を企業理

念として展開されてきたこれまでの歩みのご報告から，創業当時の危

機から社会貢献活動をぶれずにやり続けたことで，サポーターの輪を

広げられ，従業員と一体で取り組む企業活動を紹介して頂きました。 

次いで，りそな総合研究所の藤原明さんに「りそなグループが取り

組む地域編集」と題して講演して頂きました。りそな銀行の危機的体

験から「新しい銀行像」を創る発想の中で，REENAL プロジェクトを

立ち上げられ，取引先との連携による地域課題解決の事例紹介があり

ました。協働による地域課題解決のための地域人材育成の手法などの

最近の取組についても紹介して頂きました。 

なお，詳細な講演録については，市のホームページで公開しています。 

第３回講座「カイシャの場づくり」と題して，「地域に貢献したい，

地域の人に愛着をもってもらいたい」「会社ともっとつながりたい，

地域の誇りになってほしい」。そんな会社と地域の，互いの思いのつ

ながりを学習しました。 

第１部講演はお二人の講師による講演会，第２部では参加者による

グループワークに取り組みました。 

『私からはじまるみんなの場づくり』ニュース №３

■第３回京都市協働連続講座を 1 月 27 日（日）に開催しました。  

■第１部 講演会 

■第２部 グループワークで「自分の強み」の再確認から「協働のストーリー展開」に挑戦 
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日本でいちばん社会貢献に力を入れている小さな企業の物語 

株式会社カスタネット 代表取締役社長・社会貢献室長  植木 力

 
○私が会社を興すまで 

カスタネットという社名ですが，お客様（カスタマ

ー）とネットワークで事業を広げて，楽器のカスタネ

ットのように音が響く会社をつくりたいという思いで

会社を興しました。私は京都に本社のある大日本スク

リーンという会社に 19 年ほど在籍し，その社内ベンチ

ャー制度で，2001 年に創業しました。 

○事業と社会貢献と 

従業員は私を入れて 10名の，小さな小さな会社です。

事業は皆さんが使っておられる机や椅子など，オフィ

スで使うオフィス家具や文房具をはじめとする消耗品

等々を販売しています。 

企業理念は創業した当初に掲げた「カスタネットは，

いつも社会と共鳴する企業をめざし，社会貢献と事業

がシンクロナイズする姿を追い求めています」という

ことで，活動を展開しています。1 つは仕事のなかで，

必ず授産施設などに軽作業（DM 袋詰め作業など）を発

注することを前提にしました。そしてもう１つは，２

つの障がい者のスポーツ大会を支援しています。 

○どん底を経験して 

しかし現実として商売はそんなに甘くはありません

でした。サラリーマンだった私が会社を興し，社内ベ

ンチャーとは言え，モノを販売することに関しては何

も応援がありませんでしたので，2年間で都合 6,000 万

円の赤字をつくってしまいました。 

○カンボジアでの支援活動 

結果的にはカンボジアでの支援活動が，会社が這い

上がることができる原因になりました。日本中から使

っていない文房具を集め，カンボジアに送る活動を始

めました。文房具が集ったところで，現地視察を兼ね

てカンボジアに行き，現地で学校を視察して回りまし

た。 

私は学校の惨状を見て「何とかしたいですね」と話

したわけです。この時，日本語から英語へ，英語から

現地語へと二人の通訳を介して話しました。ところが

通訳の間違いで「学校を建てます」となったわけです。

私はそんなつもりはなかったんですが，現地の方は期

待しておられる。そこで私は東京にある NGO に飛んで

行きました。「とりあえず私を信じて無利子無担保でお

金を貸して下さい」と 350 万円お金を借りました。 

○同じ買うなら，カスタネットで 

こういう社会貢献活動を続けておりましたら，ある

会社の社長さんが，「オフィス家具なので，どこから買

っても一緒でしょ。どうせ買うなら，社会貢献してい

る会社から買いたいんです」とおっしゃり，受注金額

が約 3,000 万円の注文が入ったわけです。 

この電話で社内の空気が一変しました。当時，私は

メディアに出て，「社会貢献活動をしています」とピー

アールしていたのですが，横にいる営業マンは冷たい

んです。「また社長は自慢話をしてる」というわけです。

でも私はこれが差別化になると思って活動をしていた

わけですが，この電話から社内の空気が変わって，営

業マンが私以上に社会貢献の活動のピーアールを始め

たんです。 

今では，まちの中の本当に顔も名前も知らない方が，

サポーターになってくださるようになりました。「買い

ましょう」という市民活動と，その市民活動のおかげ

で赤字の会社がつぶれずにすんだというのは，当社が

初めてではないかと思います。 

○さらなる社会貢献へ 

そういうご支援をいただいた方々にご恩返しがした

い思いと，ビジネスとしてサポーターの輪を広げたい

という思いから，町家を借りて，そこを交流拠点とし

て活用していただこうと考え，最初は中京区の町家を

借りました。そして 3 年前，本社の移転に伴い，南区

にその町家を移しました。さらに昨年の 10 月，下京区

の四条大宮に町家を借り，現在，オープンに向けて準

備しているところです。今までよりも広い所で，地域

の方の居場所づくりを展開していく予定にしておりま

す。 

○ずっとぶれずにやり続ける 

我々の社会貢献活動は車の両輪として活動していま

す。大きな活動をしているわけではなく，ずっと最初

から継続しているだけなんです。ある意味，ずっとぶ

れずにやり続けているだけということです。 

○社会貢献活動と人育て 

人は大きな財産です。こういう活動で財産を大きく

するということです。頻繁にメディアに出るようにな

ると，従業員が営業に行って，友達や親せきからも声

をかけられるそうです。「うちの会社はカンボジアでこ

んな活動をしています」，「こんな団体に支援をしてい

ます」と言えることで，本人も知らないうちにモチベ

ーションが上がっているのだと思います。ですから周

りから「儲かっている会社に勤めていますね」ではな

く，「良い活動をしている会社に勤めていますね」と言

われることが，モチベーションを上げる一つのキーワ

ードになっている気がするんです。私はそこに社会貢

献活動の大きな意味があると思っています。 
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○新しい銀行像をつくろう 

りそな銀行は，大和銀行とあさひ銀行が合併して，

10 年前の 3 月にできた銀行です。その 2 ヵ月後に「り

そなショック」で公的資金を申請し，実質国有化とな

りました。この危機体験のおかげで，銀行という非常

に官僚的な組織のなかで，「自由にやってみろ」という

流れが生まれました。そして始まったのがこの“REENAL

プロジェクト”です。REENAL は，「りそな＝RESONA」と

「REGIONAL＝地域」を組み合わせた造語です。 

○りそな銀行の強みとは 

我々の銀行はメガバンクでも，地方銀行でもありま

せん。その間の，言わば中途半端な立ち位置を逆に活

かしたいと考えました。 

我々の銀行はお取引のない業種はないというくらい

お取引先が充実しています。しかも全国規模の銀行な

ので，色んなテーマに応じた企業さんに登場してもら

うことができます。お金以外の，非金融の部分を一緒

に考えていくことができれば，非常に深いつながりが

できて，機運が盛り上がるのではないか。これを試行

錯誤しながらつくっていこうと考えたわけです。 

○REENAL プロジェクトの事業モデル 

我々は金融機能しか持っておりませんが，お取引の

あるお客様は，そうした様々な課題を解決してくれる

機能をたくさん持っておられます。お取引先は多岐に

わたり，我々はそこと繋がっていますので，目利きと

して，うまくコーディネートして，その解決策を一緒

に考えていきたいと考えたわけです。一緒に取り組む

ことで双方が利益を得るというのが，我々のモデルな

のです。これを試行錯誤しながら展開していったとこ

ろ，500 件くらいの実績が積み上がりました。それぞれ

の地域の課題に応じてそれをぶつけて，課題を一つひ

とつ解決していく。それによって地域が活性化すれば，

当然経済活動は起こります。その時に我々の金融機能

を発揮させていただいたらよいという考え方が，この

REENAL というプロジェクトなのです。 

○“わらしべ長者”的展開はなぜ起こったのか 

「藤原さんのやっていることって，“わらしべ長者”

的な展開ですね」とよく言われます。「なぜそんな小さ

な事で，どんどん広がったんですか」ということです

が，振り返ると，「世のためになることをやりましょう」

となると，色んな人が集ります。しかも「一人勝ちは

なし」ということにしています。また，「お互い自立し

た形でやりましょう」ということを最初から言ってい

ます。誰かに頼るのではなく，それぞれが自立した形

で，強みを持ち寄って実行するということです。そう

すると志の高い人が集まって，どんどん広がっていく

わけです。 

○小さいことでもカタチにする 

それから始まりは小さいことでしたが，カタチにす

ることにこだわっています。カタチにしたら，いろん

な人が乗ってくださるんです。“マグネット効果”と呼

んでいますが，どんどんそういう人たちが集まってき

て，強みを生かしますので，どんどんクオリティの高

いことができるようになります。それが広がって繋が

って，最終的にはムーブメントのようなことが起こせ

るのではないかと考えています。 

○マグネット効果を必然にするために 

ここで私がこだわるのはこれを偶然ではなく，必然

にしていきたいということです。それぞれの強みを活

かして，足りないところを補って，協働を起こし，課

題を解決していく。課題を解決したら，最終的には本

当の需要も生まれます，人材も育つはずです。こうし

た流れを必然にするために，うまくいっている企画を

因数分解してみたら，強みの要素にきれいに分かれま

す。この逆をやるには，それぞれの方々が持っている

強みの要素をしっかり把握することが重要であるとい

うことに気付いたわけです。 

○みんなで強みの要素をストックし，整理をする 

我々が日々強調しているのは，いろんな人々が持っ

ている強みをきちんと取材し，ストックとして持って

おくこと。それをうまく組み合わせて編集をします。

強みの要素を整理分類しておくことです。これをみん

なで一緒にやると，分類項目が決まって，それぞれの

組織の価値観が共有できるわけです。そういうことを

日々やっておくと，何か事が起こった時に，整理分類

されたものを眺めながら組み合わせていくと，一番良

い答えが見つかり，ひらめきも生まれます。いきなり

企画を考えるのではなく，日々どういう人たちがいて，

どんな強みを持っているのかを常に把握し続けること

が重要です。構成メンバーの強みを整理したものを，

私は“曼荼羅図”と呼んでいますが，そのマトリック

スを眺めながら，ストーリーの展開を考えるのです。 

○触媒的な地域人材になってください 

ところがこの，“いろんな方々の持っている強みを把

握し整理する”ということ，地道で結構しんどいこと

なんです。らせん階段をあがっているようなもので，

上から見たら同じことの繰り返しをやっているように

見えるかもしれませんが，横から見ると確実に上がっ

ているのです。自分たちで全部やりきってしまうので

はなく，今は，登場人物が持っている強みを把握して，

触媒となって火を点けることのできる人材が，求めら

れているのだと思います。皆さんにはぜひ，触媒的な

地域人材になっていただきたいと思っています。そう

すると世の中の課題も解決され，それぞれの方が持っ

ている強みも磨かれ，それぞれの方が生き生きと生活

できるのではないかと考えております。私はそういう

ことをやっていただける方に，特別な資質はいらない

と思っています。ただ「謙虚さを持って，ひと手間を

惜しまない」ということが重要なのではないかと，こ

れらの取組を通じて実感しております。

りそなグループが取り組む地域編集～REENAL プロジェクト～ 
りそな総合研究所 プロジェクト・フェロー 藤原 明
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本日の主題に向けてキーワードを 7 つほど，箇条書きで申し上げて，今後に備えたいと思います。

『協働ものがたり』 

きょう “共感を呼ぶ社会貢献は企業も市民も育む”  
     

ど “どうしようもない危機体験を自らの強みに生かそう” 
危機体験を大事にしながら，自らの強みをもって活かす。まさに「トラ

ブルをエネルギーに変えてやろう」という，このしなやかな発想が，お二

人のお話の中に響き渡っていた。 
も “持ちつ持たれつの相互補完関係への創発へ” 

金融と非金融，経済と生活，普通はバッティングしているけれども，これを水と油とは考えず，相互

に補い合う関係だと思ったとたんに，みるみる溶け合うではないか。それは「もちつもたれつ」という

日本の生活人が大事にしている心ではないか。 
の “乗りのよい楽しさのわらしべ長者効果は経済も生活もアップさせる” 

とても小さな出来事から，次から次へとノリのいい楽しい出来事が数珠つなぎのように連鎖しなが

ら，“わらしべ長者”のように，次から次へと交換していくことによって，思いがけない状況が，見え

ない物語として進行していく。 
が “我の強さの曼荼羅を描き，具材をおでんのように混ぜ合わせ、 

オーケストラのように響きあわせる” 
我の強さを，お互い曼荼羅として描きながら，具材をおでんのように混ぜ合わせ，オーケストラのよ

うに響き合わせようということです。 

た “対局にのぞむ創造的緊張感をもって課題と解決策に向き合う” 
状況は大変複雑で艱難

かんなん

極まりない地域社会の悩みがあるけれども，状況を突き抜けていく螺旋的発展

は，まるで戦局に向き合う対局ではないかというところです。 
り “律することは謙虚さと一手間をおしまないこと” 

人間が生きていく上で，生きざまのリズムはあるはずです。それを律することは，あくまでも謙虚

に，ひと手間をかけて，心をつくして，ベストを尽くし続けることを楽しみ合うということです。

 

さらに 2 つのグループの発表から，オマケの 4 つのキーワードを拾らってみたいと思います。 

『ナラティブ 物語』 

な “なんやかんや言いながら最適解のひらめきをわかちあう” 
みなさんで，「なんやかんや言いながら，お互いに最適解のひらめきを分かち合う」という状況を生

み出しました。これが現場に即して，我を活かして，曼荼羅のごとき，おでんのごとき混ざりあいを，

それもただ混ざり合っているのではなくて，瞬間ひらめきという，状況を開いていく宝をお互いにぶつ

けあうことができたと思います。 
ら “ラッキーな偶然的出会いはみずみずしい必然をうむ” 

次から次へと偶然と必然の混ざりあいの世界が起こっていくということです。 

ﾃｨ “ティーや酒を楽しみながら多世代が混ざり合う場所” 
お茶を飲みながら，酒を飲みながら，でもただ「楽しかったね」と

言っているのではない。常に創造的市民活動は，「何をやったんやろ

う」という成果をまとめて，表現をし，他者に伝え続けていくアーカ

イブが大事なのだということがコメントされていたと思います。 
ぶ “不器用も器用も、上から横から斜めからの見方も、 

なんでもあり” 
「不器用も器用もなんでもええねん」。曼荼羅図を描いて，何でも

ありの自由発想に与してみよう。これが全体に響き渡る重大なキーワ

ードでした。 

《平成 25 年 2 月》 

■発行：京都市総合企画局市民協働政策推進室（市民協働担当）    ■編集協力：京・まち・ねっと 

■ 第３回講座のまとめ 『きょうどうものがたり』 『ナラティブ』 （延藤先生） 


