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平成 27年度 

通常総会議事資料 
＜2015年 5月 16日＞ 

 
 

＜議事＞ 
 
１	 日	 	 時	 平成 27年 5月 16日（土）	 17:30〜18:30 	 受付開始	 17:15 
２	 会	 	 場	 パブリックホテル新竪町 

	 	 	 	 	 	 （石川県金沢市新竪町 3-132） 
３	 付議事項	 第一号議案	 平成 26年度事業報告並びに決算及び監査報告について 
	 	 	 	 	 	 	 第二号議案	 平成 27年度事業計画並びに予算について 

	 	 	 	 	 	 	 第三号議案	 平成 27年度役員の選任について 

 
 

 
 

特定非営利活動法人 

百万石ワールドカフェ 
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＜第一号議案＞	 平成 26年度事業報告並びに決算及び監査報告について 
（普通決議：総会に出席した正会員の過半数による決議） 

 
平成 26年度事業報告 

平成 26年 4月 1日から平成 27年 3月 31日まで 
特定非営利活動法人	 百万石ワールドカフェ 

 
	 平成 26年度は、NPO法人 3年目の活動として、前年度に引き続き社会の期待に応
える活動を可視化することを目指した。 

	 団体、企業、行政の交流を促進する事業においては、多様な視点で対話を支援するこ

とが出来たと振り返って実感する。 
	 社会活動の推進や団体の運営に携わる人材を育成する事業においては、石川県の委託

事業（NPO起業実践講座）実施に於いて、前年度より更に焦点を当てた交流とスキル
支援する活動へと外部講師ではなく、私たちの活動メンバーの中のリソースを活用する

形でのステップアップし、地域社会において団体等の運営に携わる人材育成が出来た。 

	 法人としては事業を通じて一般に向けて広報活動を実施してきた昨年度までの実績

が芽を出し、当団体の認知度が上がったことで多様な組織からの対話支援のための受託

事業が増え団体の認知度が高まったことを実感するとともに地域からの期待を感じる

事となった。そして、本年度は石川県より聴覚障害者との対話「アイラブ♡コミュニケ

ーション」の実績から谷本石川県知事より「石川県バリアフリー社会推進賞 活動部門	 
奨励賞」をいただき、今後も一層真摯に且つ謙虚に地域への貢献を続けていきたい。 

	 組織基盤としては、継続的な事業運営を通じて事業をスムースに運営する基盤として

マニュアルによって効率的な事業実施を目指すことが出来た。 
	 当初の計画以上の活動を行えた事は、新しく活動に加わった運営メンバーや、既存の

運営メンバーの立ち位置や役割を明確にしつつ、チャレンジの場としての委託事業を実

施した結果である。 
	 そのプロセスには、より多くの方々の理解と支援を得て、専門家や行政担当者などの

ボランタリーな協力を得られたからこそ、それぞれの事業の実施に至ったと実感してい

る。関係者の皆様には心より感謝を申し上げたい。 

 
次に、定款より目的と事業を抜粋する 
（目的） 
第 3条	 この法人は、広く市民に対して、相互交流・協力促進のための事業及び、社会
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活動の推進や団体等の運営に携わる人材を育成する事業を行い、地域社会の自律的な構

築と永続的な発展に寄与することを目的とする。 
第 4条	 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を

行う。 
(1)	 特定非営利活動促進法第２条第１項別表各号に掲げる活動を行う団体の運営又は
活動に関する連絡、助言又は援助 

(2)	 社会教育の推進を図る活動 
(3)	 まちづくりの推進を図る活動 
(4)	 情報化社会の発展を図る活動 

(5)	 経済活動の活性化を図る活動 
(6)	 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 
（事業） 

第５条	 この法人は、第３条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を

行う。 
(1)	 団体、企業、行政の交流を促進する事業 

(2)	 社会活動の推進や団体の運営・推進に携わる人材を育成する事業 

 
以下、事業計画に沿って事業の概要を報告する 

 
1	 団体、企業、行政の交流を促進する事業 
１）団体間の交流促進に関するセミナー及びワークショップ事業 

• 法人化 3 年目となり、子供（100 人でおっきな紙飛行機を飛ばそう・プログラミ
ングワークショップ）や障害を持つ方（アイラブコミュニケーション）などを対

象として幅広く活動をした。 

成果として、新しい切り口での地域への交流や、対話の効果を実感することとな

り、新たな知見を可視化するための準備となった。 
• 北陸で 4 回目の開催となったコミュニケーションフォーラム北陸では、富山石川

福井と幅広い地域の方を対象とし、更なる対話の場の広がりを感じた。 

 
２）会議手法ワークショップ（ワールドカフェ）による団体間の交流促進支援事業 

• 行政・NPOなど幅広い団体から委託を受け、会議手法のワークショップを通じ交
流促進支援を実施した。 

• 業種や年齢などによって、場づくりの相違や工夫すべきことなど体験を通じて、
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経験値が増えることで私たち団体の知見を得た。 
• 昨年度に引き続き石川県の事業を受託し、団体としては質を高めつつも、16 回の

実施で運営のスキームを更に確立するとともに、地域への人材育成の一翼を担う

プログラムを団体のリソースを使って実施したことで地域貢献が出来た。 

 
２	 社会活動の推進や団体の運営に携わる人材を育成する事業 

３）ワールドカフェ事業 
• 任意団体設立以来継続して来た、毎月開催の「月例ワールドカフェ」を引き続き

開催。幅広い年齢、職業の方に対話の有効性を実際に体感する場として引き続き

継続し、社会への認知と多様性への受容による豊かな社会形成のために実施。 

 
４）ファシリテーション研修事業 

• 運営クルーのスキルアップの場である、ミーティングや外部と打ち合わせを以っ

て、実際のニーズを引き出しプログラムデザインの構築及び共有することで、広

く対話の場づくりを支援するための場を数多く実施した。 

 
３	 広報・コミュニケーション活動 
１）伝える仕組み、情報の共有の仕組みの検討及び実施 

• webサイトの作成・facebookページを利用した広報の仕組みづくりを継続。 
• 知見を集約した、アイラブコミュニケーションについてはリーフレットを配布。 

 
４	 組織運営に関わる活動 
１）目的を達成するための社会の課題、我々の役割を検討 
• 理事会及び運営ミーティングにおいて、社会の課題や生き生きと過ごせるための

テーマを自由な発想でアイディアを集めた。 

 
２）運営体制及び運営方法の検討 

• 前年度作成したクルークレドによって、クルーの果たすべき役割を明確化するこ

とで活動が組織化した。 
• ファシリテーターを担うクルーのスキル向上のために委託事業など活動の場を広

げ、運営メンバーの個性が活きる団体としての位置づけとなるよう努めた。 
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Ⅰ	 特定非営利活動に係る事業 
①	 団体間の交流促進に関するセミナー及びワークショップ事業 

事業内容 実施日 実施場所 従事人数 受益対象者数 

第2回100人でおっきな

紙飛行機を飛ばそう！	 

8月 10日 野々市市あらみや公園 

※台風のため開催中止 

5 0 

わくわく！どきどき！

プログラミング体験 

〜ビスケットワークショップ〜 

8月 23日 

8月 24日 

七尾市中央図書館 

金沢市学生のまち市民交流館 

	 	 7 

7 

45 

65 

新幹線ワールドカフェ 

〜新幹線をテーマに石

川の◯◯を語ろう〜 

12月 21日 石川県庁展望ホール 7 30 

第 4回コミュニケーシ

ョンフォーラム北陸 

2月 22日  富山県高岡市	  

ウィング・ウィング高岡 

6 130 

受益対象延べ人数	 270人 

＜わくわく！どきどき！プログラミング体験＞ 

◾ ︎事業協力 

• 氷見市・氷見市教育委員会 

• 七尾市・七尾市教育起因会・七尾市立中央図書館 

• 協賛企業：株式会社アイ・オー・データ機器・JA能登わかば・パトリア（七尾都市開発

株式会社）・ミナクル（株式会社のとのと）・こみみ情報局・濱屋織物株式会社  ホテル

アリヴィオ・株式会社スパーテルてまり薬局 

◾ ︎監修：原田康徳 

 
②	 会議手法ワークショップ（ワールドカフェ）による団体間の交流促進支援事業（委

託事業） 

事業内容 実施日 実施場所 従事人数 受益対象者数 

教育特別活動 

*金沢市小学校教育研究

会特別活動部会 

6月 23日 金沢市富樫教育プラザ 4 20 

何をしてるんですか？

他の公民館は。 

＊能美市自治公民館協議会 

7月 5日 能美市ふるさと交流センターさらい 4 70 
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ワールドカフェ(話し合いの

手法)を用いた意見交換 

「学校と地域との連携による

社会福祉を考える」 

＊社会福祉法人能美市社会福

祉協議会 

7月 28日 能美市辰口健康福祉センター 3 50 

楽しく健やかにまだまだこ

れから！ 

＊白山市柏野公民館協議会 

8月 2日 白山市柏野公民館 3 20 

わくわく！どきどき！

プログラミング体験 

＊氷見市役所 

8月 23日 富山県氷見市役所	  

地域協働スペース 

7 18 

子供のための児童館と

NPOの協働事業 

「どんどこプロジェクト」 

＊浅野町児童館 

9月 21日 金沢市浅野町児童館 3 30 

これからの働き方〜

Tokachiで話そう〜 

＊帯広 Tokachi大学 

10月 11日 北海道帯広市とかちプラザ 2 30 

ファシリテーションセミナー 

＊氷見市役所 

11月 7日 富山県氷見市役所 201会議室 2 30 

アイ♡コミュニケーション 

＊石川県要約筆記サークル連絡会 

11月 9日 加賀市民会館 3 70 

次世代農業人交流大会 

＊石川県農林水産部農業政策課 

11月 19日 ホテル金沢ダイヤモンドルーム 6 140 

受益対象延べ人数	 478人 

 
つながり広がる石川の種を育てようⅡ［平成 26年度石川県 NPO起業実践講座］ 

事業内容 実施日 実施場所 従事人数 受益対象者数 

その 1）楽しく社会とつなが

ろう〜行動に結びつくワーク

ショップ 

6月 22日 石川県 NPO活動支援センター 3 21 
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その 2）参加者をたのしませ

よう〜ワークショップの中の

ワークショップデザイン 

7月 13日 石川県 NPO活動支援センター 3 19 

その 3）地域と繋がるといい

ことが起きる！？事例から学ぶ 

8月 21日 石川県 NPO活動支援センター 3 13 

その 4）地域での対話に役立

つコミュニケーションの手法

を学ぼう！◾ ︎能登 

9月 7日 羽咋市勤労者総合福祉センター 2 5 

その 4）地域での対話に役立

つコミュニケーションの手法

を学ぼう！◾ ︎加賀 

9月 14日 小松まちづくり交流センター 2 3 

その 4）地域での対話に役立

つコミュニケーションの手法

を学ぼう！◾ ︎金沢 

9月 18日 石川県 NPO活動支援センター 3 7 

その 5）自分や団体を守る法

律の基礎知識を手に入れよう

〜著作権・肖像権など 

10月 16日 石川県 NPO活動支援センター 3 10 

その 6）思わず手に取りたく

なるチラシ作成のコツを身に

つけよう！◾ ︎加賀 

11月 16日 小松まちづくり交流センター 2 5 

その 6）思わず手に取りたく

なるチラシ作成のコツを身に

つけよう！◾ ︎金沢 

11月 20日 石川県 NPO活動支援センター 3 21 

その 6）思わず手に取りたく

なるチラシ作成のコツを身に

つけよう！◾ ︎能登 

11月 23日 羽咋市勤労者総合福祉センター 2 4 

その 7）モレ・ムダのないイ

ベント運営ってどうする！？ 

12月 18日 石川県 NPO活動支援センター 3 7 

その 8）ライターからコツを

学んで電子書籍で団体の足跡

を本にしよう！ 

1月 15日 石川県 NPO活動支援センター 3 13 

その 9）NPO法人って何？一般 2月 8日 羽咋市勤労者総合福祉センター 2 4 
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社団法人と何が違うの？◾ ︎能登 

その 9）NPO法人って何？一般

社団法人と何が違うの？◾ ︎金沢 

2月 19日 石川県 NPO活動支援センター 3 9 

その 9）NPO法人って何？一般

社団法人と何が違うの？◾ ︎加賀 

2月 22日 小松まちづくり交流センター 2 1 

その 10）ワールドカフェで

事業プランを考えよう！ 

3月 19日 石川県 NPO活動支援センター 3 12 

受益対象延べ人数	 154人 

 
③	 ワールドカフェ事業 

事業内容 実施日 実施場所 従事人数 受益対象者数 

4 月	 月例ワールドカフェ

「いいがにつくろうワ

ールドカフェ」 

4月 17日 金沢市	 近江町交流プラザ 5 9 

5 月	 月例ワールドカフェ

「社会人」〜いまどきの

新人〜 

5月 15日 金沢市	 近江町交流プラザ 3 5 

6 月	 月例ワールドカフェ

「女性限定・普通の女の

子がフリーランスで仕

事をしはじめた話聞き

に来ませんか？」 

6月 19日 金沢市	 近江町交流プラザ 5 14 

7 月	 月例ワールドカフェ

「エピソードゼロ」〜対

話の力を信じて〜 

7月 17日 金沢市	 近江町交流プラザ 5 5 

受益対象延べ人数	 33人 

 
④	 ファシリテーション研修事業 

事業内容 実施日 実施場所 従事人数 受益対象者数 

運営クルー著作権研修 4月 15日 金沢市増泉事務所 2 6 

能美市自治公民館プログ

ラムデザイン 

4月 15日 能美市ふるさと交流センターさらい 2 12 
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運営クルー研修 4月 18日 金沢市増泉事務所 4 4 

運営クルー研修（石川の種） 5月 29日 金沢市増泉事務所 1 8 

能美市自治公民館プログ

ラムデザイン 

6月 5日 能美市寺井地区公民館 2 6 

運営クルー研修（石川の種） 6月 15日 金沢市増泉事務所 1 8 

能美市社会福祉協議会プ

ログラムデザイン 

6月 18日 能美市社会福祉協議会事務局 2 4 

浅野町児童館プログラムデ

ザイン 

6月 22日 金沢市学生のまち交流館 2 4 

金沢市小学校教育研究

会プログラムデザイン 

6月 23日 金沢市大徳小学校 3 4 

浅野町児童館プログラムデ

ザイン 

7月 4日 浅野町児童館 2 4 

能美市社会福祉協議会プ

ログラムデザイン 

7月 7日 能美市社会福祉協議会事務局 1 3 

運営クルー研修 7月 12日 日航ホテル金沢 10 10 

能美市社会福祉協議会プ

ログラムデザイン 

7月 17日 能美市社会福祉協議会事務局 1 3 

わくわくどきどきプロ

グラミング・クルー研修 

8月 22日 氷見市役所	 201会議室 1 5 

運営クルー研修 9月 1日 金沢市増泉事務所 4 4 

浅野町児童館プログラムデ

ザイン 

9月 4日 浅野町児童館 2 4 

運営クルー研修 9月 8日 金沢市増泉事務所 2 8 

浅野児童館リフレクション 9月 29日 金沢市増泉事務所 2 3 

石川県農林水産部農業

政策課プログラムデザイン 

10月 3日 石川県庁農林水産部政策課 1 6 

石川県要約筆記サーク

ルプログラムデザイン 

10月 9日 金沢市ガスト 2 7 

石川県農林水産部農業

政策課プログラムデザイン 

10月 27日 石川県庁農林水産部政策課 1 8 
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石川県農林水産部農業

政策課プログラムデザイン 

11月 7日 石川県庁農林水産部政策課 5 12 

運営クルー研修 2月 13日 金沢市増泉事務所 2 10 

運営クルー研修 3月 20日 金沢市増泉事務所 2 8 

 受益対象者延べ人数	 140人 

 
⑤	 その他の総合的な事業 

事業内容 実施日 実施場所 従事人数 受益対象者数 

webサイト 随時 金沢市 4 不特定多数 

メーリングリスト 毎月 金沢市 4 814 

facebookページ 随時 金沢市 4 不特定多数 

 
⑥	 総会・理事会 

事業内容 実施日 実施場所 従事人数 受益対象者数 

理事会 5月 9日 金沢市増泉事務所  - 

総会 5月 25日 金沢市増泉事務所  - 

 
Ⅱ	 表彰 

表彰内容 表彰日 場所 参 加 人 数 - 

第 16回石川県バリアフ

リー社会推進賞表彰式 

1月 30日 石川県庁行政庁舎 4階特別会議室 2 - 

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kisya/h26/documents/0128kousei.pdf 
 
５	 会員数 

正会員	 38人	 	 （2015年 3月末日現在） 
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＜第二号議案＞	 平成 27年度事業計画並びに予算について 
（普通決議：議会に出席した正会員の過半数による議決） 

 
平成 27年度事業計画書 

平成 27年４月 1日から平成 28年 3月 31日まで 
特定非営利活動法人	 百万石ワールドカフェ 

 
■事業計画のめざすところ 
	 NPO法人として 4年目を迎え、「百万石ワールドカフェ研究会」としての任意団体か

らの組織としては 7年目を迎えます。 
定款に掲げた自律的な社会を目指し、昨年度に引き続き次の活動を実施します。 

 
• 交流促進事業として、より幅広い社会活動としての交流を促進するために、多様

な立場を意識した活動をするとともに、障害を持った方とも交流を広げることで、

互いの価値を発見し豊かな対話の出来る社会づくりに貢献する 

• 人材育成事業として、協働出来る関係性を支援する 

 
1	 団体、企業、行政の交流を促進する事業 

１）団体間の交流促進に関するセミナー及びワークショップ事業 
• 他団体との交流を深め、関連団体とのネットワークづくりを進めます。 
• 障害者が対話を楽しめる交流の場を実施し、更に「フラットな関係性での対話の

豊かさ」を一般に広めるよう広報に努めます。 

 
２）会議手法ワークショップ（ワールドカフェ）による団体間の交流促進支援事業 

• 地域社会への広報に努め判りやすく伝えます。 

 
２	 社会活動の推進や団体の運営に携わる人材を育成する事業 

３）ワールドカフェ事業 
• 昨年度に引き続きワールドカフェを活動認知と共に、地域への対話の価値理解を

促進するために継続します。 

 
４）ファシリテーション研修事業 
• 活動を通して、地域社会へのファシリテーションの技術とマインドの必要性を伝
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えるとともに、自律的社会をつくり未来を創造出来るよう、育成の機会を創出し

ます。 
• 運営クルーに対して団体活動としてのスキルアップのための研修を実施します。 

 
３	 広報・コミュニケーション活動 
• 活動の様子とともに、運営クルーの顔が見えるような広報に努めます。 

• webサイト及び、リーフレットでの認知を深めるような工夫を検討します。 

 
４	 組織運営に関わる活動 

• ビジョンを共有し、事業継続の仕組みづくりを引き続き検討します。 
• 事務局機能の最適化を検討します。 
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Ⅰ	 特定非営利活動に係る事業 
①	 団体間の交流促進に関するセミナー及びワークショップ事業 

事業内容 実施日 実施場所 従事人数 受益対象者数 

アイラブ♡コミュニケー

ション 

通年（1回） 石川県内会議施設 5 30 

第 5 回コミュニケーシ

ョンフォーラム北陸 

2月 21日 富山県高岡市 

ウィング・ウィング高岡 

5 150 

 
②	 会議手法ワークショップ（ワールドカフェ）による団体間の交流促進支援事業（委託事業） 

 
③	 ワールドカフェ事業 

事業内容 実施日 実施場所 従事人数 受益対象者数 

ワールドカフェ 通年（4回） 金沢市	 近江町交流プラザ 4 220 

 
④	 ファシリテーション研修事業 

事業内容 実施日 実施場所 従事人数 受益対象者数 

ファシリテーション研修 通年（2回） 金沢市内 3 30 

 
⑤	 その他の総合的な事業 

事業内容 実施日 実施場所 従事人数 受益対象者数 

webサイト 随時 金沢市 4 不特定多数 

メーリングリスト 毎月 金沢市 4 850 

facebookページ 随時 金沢市 4 不特定多数 
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＜第三号議案＞	 平成 27年度役員の選任について 
	 	 	 	 	 （特別決議：議会に出席した正会員の４分の３以上の多数による議決） 

 
定款「第 4章 役員及び職員」第 12条及び第 13条にもとづき、2年の任期満了のため
下記の 10名の理事候補者及び名の監事候補者を提案する 

 
◾ ︎理事候補者（五十音順） 
岩垣	 豊 
内生蔵	 秀樹 

奥野	 友紀 
柏野	 真吾 
岸	 靖久 

香林	 せいこ 
坂本	 由美子 
塚本	 茂樹 

村井	 秀俊 
吉谷	 奈緒子 

 
◾ ︎監事候補者 
西田	 禎 

以上 


