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2015年度事業報告 

１． 出資・融資事業 

（１）出資金の募集 

2015年度は、これまでの「融資先に適切な支援を提供できる人材を巻き込む機会」として

の「質の向上」のみならず、「量の拡大」も意識し、東海地域での講演等では「出資のてびき」

を配布し、広く出資を呼びかけました。 

15年度は、身辺整理や東海地域を離れるなどの理由で出資金の払い戻しを希望される方が

何名か見受けられ、それにより出資金も減少しました。また、その払戻金の一部を、momo

への活動にご寄付いただくケースも例年より多くありました。ただ、中には払戻金の一部を、

momo やレンジャーの活動にご寄付いただくケースが例年より多くありました。一方、代表

の木村の講演や、テレビ番組でmomoの活動を知り、共感いただいた方などからの出資によ

り、15年度末の正会員数は 534（個人 503・団体 31）、出資総額は 46,491,700円となりまし

た。 

また、15年度もこれまでに引き続き、500,000口以上の出資を希望される方には、当団体

のミッションや現状、元本割れのリスク等を必ず電話等で説明させていただき、私たちのこ

とをご理解いただいた上で出資いただくようにしました。 

なお、当団体の出資総額は 1,000 万円を超えているため、ペイオフ（金融機関が破綻した

際の処理方法のひとつ）対策として決済性預金の口座で管理しています。同預金だと利息は

つきませんが、金融機関が破綻しても正会員のみなさまの出資金は全額保護されます。 

 

【出資金残高】 

 13年度末 14年度末 15年度末 前年度比 

正会員（個人） 495 506 503 -3 

正会員（団体） 28 30 31 ＋1 

出資金（口） 51,398,200 52,086,000 46,491,700 -5,594,300 

 

（２）正会員への融資 

１）融資の募集 

2015年度は 3回、受付期間を区切って融資先募集を行い、チラシやメール、ソーシャル

メディア等での告知にその都度努めました。 

 

【15年度の融資申込受付期間／申込数／融資決定数】 

 申込受付期間 申込数 融資決定数 

第 19回 15年 6月 1日（月）～7月 24日（金） 1 0 

第 20回 15年 10月 1日（木）～11月 25日（水） 2 1 

第 21回 16年 2月 1日（月）～3月 25日（金） 6 3 

 

 

２）「融資無料相談」「面談（二次審査）に向けた伴走支援」の実施 

毎月 23日前後に「融資無料相談」を実施（時間帯は各月によって異なる）し、融資希望

者とともに融資の可能性を探っていく機会を設けました。15 年度は 7 件のご相談をいただ

きました。 

また、「資金借入申込書」による一次審査を通過し、「事業内容説明書」等をご提出いただ

いた融資申込先には、各担当理事が伴走支援（継続的に成長していくためのあらゆるサポー

ト）を行い、次のステップである面談（二次審査）を双方にとって有意義なものにすること

を目指しました。 
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３）「融資審査委員会」の開催 

融資申込案件は融資審査委員会で審議し、融資実施の可否は理事会で決定します。同委員

会は理事のほか、NPO/NGO やコミュニティビジネス、金融のエキスパートである顧問に

よって構成され、すべての融資において書類審査や面談、訪問調査を 2～3ヶ月かけて慎重

に行いました。 

なお、15年度の顧問は以下の通りです（敬称略）。 

・五十川裕記（中日信用金庫 業務統括部 次長） 

・加藤慶文（株式会社日本政策金融公庫 国民生活事業 名古屋広域営業推進室 室長） 

・川北輝（NPO法人津市 NPOサポートセンター 理事長） 

・酒井隆信（東濃信用金庫 とうしん地域活力研究所 副所長） 

・佐野真隆（地域金融機関 職員） 

・原美智子（NPO法人ぎふ NPOセンター 専務理事） 

 

４）融資の実施 

借り手の資金ニーズの把握に努め、出資総額の 70％を目標に融資を行いました。貸し倒

れ等のリスク対策として、貸付金利息を損失準備金として積み立てるとともに、理事の出資

金（16年 5月末で 2,373,000円）を劣後出資として設定し、当面の貸し倒れに備えました。 

また、13 年度からの返済延滞案件 2 件に対しては、理事会において継続的に議論し、対

策を実施しました。引き続き、融資の拡大に努めます。 

  

【15年度融資先一覧】 

融資先名 事業拠点 事業名 
融資金額

（円） 
融資期間 

年利

（％） 

15 年度末 

残高（円） 

一般社団法人

アソシア志友館 

愛知県 

名古屋市 

「人々の心の繋が

りのある社会を築

く」ため、講演会、

研修会、上映会を

とおして社会貢献

活動 

3,500,000 
2016年 4月 20日～

2019年 4月 25日 
2.5 3,408,729 

郡上・ 

田舎の学校 

岐阜県 

郡上市 

2014 年度都市農

村共生対流総合

対策交付金事業

（ 田舎に とび こ

め！ぼくらの先生 

郡上まち） 

2,500,000 
2015年 6月 23日～

2016年 6月 30日 
2.0 2,500,000 

アジアの 

浅瀬と干潟を 

守る会 

愛知県 

豊橋市 

健康を取り戻せ

三河湾 ! 100 年

続ける山川里海

健康診断 豊川流

域編 

100,000 
2015年 6月 23日～

2016年 5月 30日 
2.0 0 

NPO法人 

ひろがり 

愛知県 

名古屋市 

障がいの重い子

どもの「ふれあう

力」と「食べる力」

をはぐくむために 

1,000,000 
2015年 4月 21日～

2017年 4月 25日 
2.5 461,728 

一般社団法人 

One Life 

愛知県 

名古屋市 

放課後等デイサ

ービスワンライフ 
1,300,000 

2014年 11月 11日～

2017年 9月 25日 
2.5 618,105 

NPO法人ギガ

スター 

（ギガスター実

愛知県知多

郡武豊町 

超高性能プラネタ

リウムの製造販

売を通じた社会教

2,000,000 
2014年 10月 29日～

2015年 10月 27日 
2.0 0 

 13年度末 14年度末 15年度末 前年度比 

融資件数（累計） 46 53 56 ＋3 

融資金額（万円） 10,695 12,734 13,434 ＋700 
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行委員会） 育サービス事業 

郡上・ 

田舎の学校 

岐阜県 

郡上市 

2014 年度都市農

村共生対流総合

対策交付金事業

（ 田舎に とび こ

め！ぼくらの先生 

郡上まち） 

8,000,000 
2014年 7月 17日～

2015年 6月 11日 
2.0 0 

株式会社 

スピリット 

岐阜県 

高山市 

間伐材割り箸生

産事業 
2,000,000  

2014年 5月 28日～

2017年 5月 25日 
2.5 701,221 

一般社団法人 

しん 

愛知県 

名古屋市 

地域活動支援セ

ンター とびら 
1,800,000  

2013年 5月 10日～

2016年 5月 25日 
2.5 0  

上清水信男 
岐阜県 

高山市 

不耕起栽培によ

る有機野菜の生

産と販売 

340,000  
2012年 11月 19日～

2015年 10月 25日 
2.5 0  

株式会社 

関むぎ 

パッション 

フルーツ組合 

岐阜県 

関市 

パッションフルー

ツの露地栽培の

確立と新商品開

発 

2,800,000  
2012年 7月 27日～

2021年 4月 26日 
2.0 2,241,301 

NPO法人 

ブラジル 

友の会 

岐阜県美濃

加茂市 

多様な価値観と

グローバルな視

野を持つ人材育

成～多文化共生

社会の橋渡し役

～（ポルトガル語

教室）、外国人児

童・生徒学習支援

事業、美濃加茂

市定住外国人自

立支援センター、

岐阜県外国人相

談窓口支援センタ

ーと正しい情報を

届けるしくみづくり

事業、岐阜県で暮

らす外国籍住民

の生活実態調査 

2,700,000 
2011年 12月 26日～

2018年 4月 25日 
2.0 1,598,538 

  合計 28,040,000  合計 11,529,622 

 

【融資先の声】 

●アジアの浅瀬と干潟を守る会                                     

 山川里海健康診断を 100年続けるための試練の年。海岸堤防の耐震

化工事もようやく終わりに近づき、「海の健康診断」を春の遠足とし

て続けていく準備をしています。児童を見守るハマレンジャーも、500

名（曜日ごとに 100名）を目標に養成中です。暑い夏がやってきたら

設楽で、昆虫全般を指標とした山の健康診断が始まります。楽しく虫

調べを続けながら、潜在自然植生を基にした「学校教育林」という新

しい森も創っていきます。 

 

 

 

 

 

●一般社団法人アソシア志友館                                     
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 アソシア志友館は同じ「志」を持ったさまざまな業種の人たちが集

まり、世の中をよりよくするためにともに活動をしている会です。家

族の絆、社会の絆、会社の絆が失われつつあるこの時代、自分たちに

できることは何かを考え、活動を通して社会に働きかけていきます。

柴田理事長の講演は、「絆」「ご縁」「ふれあい」の大切さを感じる内

容で、人として大切なことを学べるとして、全国から依頼をいただい

ています。 

 

●上清水信男                                      

 現在は作物の収穫や、時期的に草との闘いの毎日です。momoとは

お金のやりとりだけではなく、融資を通してさまざまな支援をいただ

いたと思っています。ニューズレター『momo通信』での取材訪問な

ど、つながりが最大の支援でした。8月には畑での完済イベントも予

定していますので、ぜひご参加ください！ 

 

              

 

●NPO法人ギガスター（ギガスター実行委員会）                                  

つなぎ融資、ありがとうございました。2015 年 7月 9 日に法人を

設立して 1年となります。今年 4月には一般融資第１号のこうじびら

山の家と連携して、「都会と山間地域を星空でつなぐ 星空ワークシ

ョップ in 郡上」を実施するなど、momo のつながりを通じて活動を

進めることができました。この 8月 27日には、momo融資完済記念

イベントを行い、秋のこうじびら山の家星空ツアーにつなげてまいり

ます。今後も応援よろしくお願いします！ 

 

●郡上・田舎の学校                                      

私たちが住む岐阜県郡上市は、長良川の水に育まれた豊かな暮らし

が今も脈々と営まれています。水面まで 13ｍもある橋から飛び込む

子どもたちの姿は、夏の風物詩です。大人たちは、たくましく育って

ほしいとそれを見守ってきました。そんな、郡上の「育む力」を都会

の子どもたちにも伝えたいと、momoの融資を受けて修学旅行の誘致

を行いました。昨年、郡上・田舎の学校のプログラムに 8 校、1,185

人の子どもたちが来てくれました。もっともっと多くの子どもたちに    

来てほしい！ 今後ともよろしくお願いします。 

 

●一般社団法人しん                                     

貴重な志金で始めた私たちの使命は、精神・発達障がいがあっても

普通に生活できる地域づくりです。障がいゆえに、治療の場所、住む

場所、社会参加の機会が制限されている人たちがいます。 

みなさまに後押ししていただいたことを誇りに、今後とも精神・発

達障がいを持つ方にとっても住みよい地域づくりを目指していきた

いと思います。 

 

 

●株式会社スピリット                                    

 スピリットが作り上げたシステムを全国展開するため、「CELL ベ

クトル」という会社を立ち上げました。最近では、宮城県松島市で津

波被害を受けたきゅうり農家の依頼を受け、スピリットの液肥で土壌

改良のお手伝いをしたり、農業の枠を超えて東京の神宮の梅園に堆肥

を卸したりと、全国を飛び回り、忙しい毎日を送っています。 

 

●NPO法人ひろがり                                    
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 障がいの重い子どもたち（重症児）が、地域で楽しく安全に過ごせ

る場として、ひろがりのデイサービスへの期待が高く、待機児を多く

抱えていました。ご融資いただき、2つ目の重症児デイサービスが開

所でき、2年目に入りました。この 1年で子どもたちはすくすく成長

し、ご家族やスタッフを驚かせています。2～3 歳児も増え、楽しい

毎日です。momoレンジャーによる絵本の読み聞かせは、楽しい工夫

もあり、みんな笑顔がはじけて大喜びでした。みなさんもぜひ子ども

たちとふれあい、癒しの時間を過ごしにきてください。 

 

●一般社団法人 One Life                                    

 2016 年 3月に、放課後等デイサービス「ワンライフ」に 2つ目の

事業所がオープンいたしました。新事業所『ワンライフ牧の里スポー

ツパーク』は、高い天井と 130 ㎡の面積を持つため、利用者である

子どもたちが思いっきり身体を動かすことができます。ダンス、ピラ

ティスのスタジオとしての活用や、バレーボール、卓球といったコー

トや道具を必要とするスポーツもできるようになりました。これから

も、子どもたちのために活動を行います。 

 

２．非資金支援（「情報発信」と「場づくり」） 

（１）メーリングリストの活用 

・会員メーリングリスト（ momo-members@freeml.com ）：融資先の現状やイベント案内、

毎月の出資・融資状況等をお知らせする「momoレポート」（月 1回配信）など、15年度

は計 48 回、会員のみなさまへメールを配信しました。16 年 6 月末現在、メーリングリ

ストの登録者数は 489名です。 

・交流メーリングリスト（ momo-koryu@freeml.com ）：10年度に正会員の同士の「情報交

換」「交流の場」として設置しました。15年度は計 91回、会員のみなさま同士でメールが

配信されました。16年 6月末現在、メーリングリストの登録者数は 471名です。


（２）Webサイトの充実

トップページにある「お知らせ」や融資先情報、当団体への出資時にいただく「出資者の

声」、ブログ「momoレンジャーの日々」などを随時更新しました。 

なお、15 年度に予定していました Web サイトのリニューアルは、2016 年 7 月に公開を

予定しています。 

・twitter http://www.twitter.com/momo_bank/ 

・facebookページ http://www.facebook.com/cyb.momo 

 

（３）ニューズレター『momo通信』の発行 

15年度は 15年 8月、11月、16年 2月の計 3回（A5判、16ページ、モノクロ）を発行

しました。momo の融資先に焦点を当て、各事業者が形成するコミュニティや、ソーシャ

ルファイナンス（社会的金融）をテーマに、momo が取り組む「お金によって切れたつな

がりを、お金を通してもう一度つなぐ」試みを誌面上で展開しました。「momoのファンに

なろう」を合言葉に、Web サイト等で紹介されている内容にとどまらないファンならでは

の情報を掲載しました。 

また、中間支援団体、イベント配布用として『momo 通信＠かわら版』を発行し、情報

会員以外にも当団体の動きを発信しました。 

   『momo通信』は年 4回の発行でしたが、16年 2月末発行の vol.39号で紙媒体での発行

を最後とし、次年度以降はWebサイト等での情報発信へと移行します。 

  

 

 

 

【情報会員数】 

http://www.twitter.com/momo_bank/
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 13年度末 14年度末 15年度末 前年度比 

情報会員数 92 116 108 -8 

 

 （４）マンスリーサポーター制度「momoたね基金」の参加者募集 

助成金や補助金に頼らない運営を目指し、15年度も引き続きmomoの非資金支援や運営

を応援いただく「マンスリーサポーター」を募りました。15 年度末現在のマンスリーサポ

ーター数は 25名、寄付総額は 124,500円/年です。 

 

 （５）イベントの開催・出展 

15年度もボランティアスタッフ「momo レンジャー」の自発的な参画により、以下のイ

ベント等を開催しました。また、 momo レンジャーの活動期間を「半年」ごとの更新制と

し、「情報発信」と「場づくり」を通して融資先を応援しました。 

●完済イベント：完済を迎えた融資先の成果を報告し、完済を祝うイベントを開催しました。

●ブース出展：来場者が多数集まる屋内外の各イベントにブースを出展し、直接対話で出資   

を募る「ダイレクトダイアログ」等を実施しました。 

●融資先訪問ツアー：会員とともに融資先を訪ね、自分たちのお金が地域で回り、地域に活

かされていることを実感してもらいました。 

 

  「情報発信」 

ブース出展でのmomoの活動紹介や、ニューズレター『momo通信』の発行、Webサイト

等での情報発信を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「場づくり」 

【訪問】「momo通信」取材風景 

 

 

 

【ミーティング】 

月 1回のレンジャーミーティング 

での 1コマ 

 

2016 年初夏、momo の Web サイトリニューアルに伴い『momo 通信』がウェブマガジン化しま

す！ これによって、出資者や情報会員、融資先以外の momo をよく知らない方にも momoやレ

ンジャーの活動を身近に感じてもらうことができるのではないでしょうか。今後は融資先の情報や

momoの最新情報はもちろんのこと、レンジャー一人ひとりの魅力も発信できるようなコンテンツを

つくっていきます。 

 一方、Facebook ではレンジャーミーティングの時の写真をアップしたり、投稿やイベントをシェア

したりとカジュアルな活動報告を、ブログでは momo が関わったイベントの振り返りなど、よりオフ

ィシャルな活動報告をしています。 

『momo 通信』がウェブマガジン化したのも、これまで読んできてくださったすべての方のおかげ

です。momoにかかわるすべての方の想いを大切に、今後とも変化し続けたいと思います。どうぞ

よろしくお願いします。                  （momoレンジャー中村友衣子：なかむ） 
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完済を迎えた融資先（株式会社ランダムネス）の完済祝いパーティや、融資先訪問ツアー

（NPO法人ひろがり）、momo創立 10周年記念イベントのパーティ等の開催を通して、出資  

者と融資先をつなぐ機会をつくりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【イベント】 

ランダムネス完済祝いイベント 

 

【イベント】10周年記念パーティ 

2015年度は、株式会社ランダムネスの完済祝いイベント（2015年 7月 25日）、momo創

立 10周年記念パーティ（2015年 12月 23日）、momoの融資制度をmomoレンジャーが理

解するための研修(以下momo トレ：2016年 3月 12日）、2016年 6月に行ったmomoレン

ジャーによる合宿等の企画・運営をしました。 

 ランダムネス完済祝いイベントでは、元 momo レンジャーである市野将行代表の言葉

「Think Globally Act Locally」の通り、多文化交流を実感できるすばらしいイベントになりま

した。 

 momo 創立 10周年記念パーティには、融資先や出資者、連携する金融機関役職員などが

参加し、momoの生い立ちやエピソードを振り返り、交流を深めました。 

 momo トレでは、「momo レンジャーが momo の融資制度をスムーズに話せるようになるこ

と」を目標に、レンジャー同士で現状を共有し、理解を深めました。また、momo トレの様子を

含めたmomoの取り組みが、NHK「クローズアップ現代」で放映されました。 

 場づくりの企画や運営を通して、momo と関わる方々との深く強いつながりを改めて実感し

ました。私はまだまだレンジャー歴は浅く、知識も拙い身ではありますが、今後も場づくりの企

画・運営が融資先と出資者をつなぐ架け橋となるよう、その重要性を認識しながら企画を推進

してまいります。                      （momoレンジャー久野友紀：ゴリ） 
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【15年度実施イベント一覧】 

年月日 イベント名 場所 参加者数 満足度（平均） 備考 

【15年】    
※100点満点

/5点満点 
 

7月 5日(日） デンソーグループハー

トフルまつり 2015 

（ブース出展） 

デンソー本社 ― ― 主催：株式会社デンソ

ー 

協力：デンソーグルー

プハートフルクラブ 

後援：刈谷市、刈谷市

教育委員会 

7月 11(土) SROI セミナー in 東

海「SROI 測定サポー

ター養成講座 

 

日本陶磁器セ

ンタービル 

10名 4.7 SROIネットワーク東海 

（構成団体：コミュニテ

ィ ・ ユ ー ス ・ バ ン ク

momo 、株式会社ピ

ー・エス・サポート） 

7月 26日(日) 第 10回定時総会 日本陶磁器セ

ンタービル 

26名 ―  

7月 26日(日) 「株式会社ランダムネ

ス」完済イベント～外

国人が、名古屋で観

光しやすい環境をつく

るためには？～ 

グローカルカフ

ェ 

25名 87.8  

7月 20日(月・祝) NPO の社会的価値

「見える化」プログラム

2015 キックオフセミ

ナー ～社会的価値を

可視化する社会的投

資の最前線～ 

瀬戸信用金庫

名古屋研修セ

ンター 

34名 4.8 協力：瀬戸信用金庫、

ソーシャルビジネスサ

ポートあいち 

助成：平成 27 年度公

益信託愛・地球博開催

地域社会貢献活動基

金、公益財団法人日本

財団 

10月 23日(金) 「地域内"志金"循環モ

デル構想」の実現に向

け た 「 Theory of 

Change 2020(案 ) 」

検討会 

日本陶磁器セ

ンタービル 

20名 4.3  

11月 25日(水) momo レンジャー募集

説明会 

momo事務所 8名 96.0  

12月23日(水・祝) コミュニティ・ユース・

バンク momo 創立 10

周年記念イベント 

東海労働金庫 56名 4.7  

【16年】      

2月 20日(土) NPO の社会的価値

「見える化」プログラム

成果報告会 

 

ウインクあいち 37名 4.8 協力：ソーシャルビジネ

スサポートあいち 

助成：平成 27 年度公

益信託愛・地球博開催

地域社会貢献活動基

金、公益財団法人日本

財団 

4月 16日（土） あいちソーシャルビジ

ネス創業スクール最

終回「公開発表会 

日本政策金融

公庫名古屋支

店 

22名 ― 主催：日本政策金融公

庫 国民生活事業 

共催：公益財団法人あ

いちコミュニティ財団、

コミュニティ・ユース・バ

ンクmomo 

協力：ソーシャルビジネ

スサポートあいち 

5月 15日(土) momo レンジャー募集

説明会 

momo事務所 4名 87.5  

5月 25日(水) momo レンジャー募集

説明会 

momo事務所 4名 100  
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※各イベント等の報告は、下記URLをご覧ください。 

http://www.momobank.net/activity/ 
 

 

（６）その他 

15年度も融資実施後の経過の把握や、返済期日を守っていただくために、融資先への活

動参加、「融資先訪問ツアー」等の開催を通して、ともに学び合う関係を築きました。 

2015年 12月 23日（水・祝）には、「コミュニティ・ユース・バンクmomo創立 10周

年記念イベント」を開催し、momoにこれまで関わってきたみなさまをお招きし、momo

がこれまでどんな取り組みを重ねてきて、何を大切にしてきたかを語り合う場を設けました。 

また同日、momoがこの 10年で地域や社会にもたらした価値を可視化する取り組みとし

て、創立 10周年記念成果報告書『momoのあゆみ 2005～2015』を発行しました。 

本書では、momoの 10年間の成果を「データ」や「生の声」で紹介するとともに、融資

先のストーリーやボランティアスタッフ「momoレンジャー」のインタビューで振り返り

ました。また、次の 10年に向けた第一歩として、「2016年～2020年の 5年間で地域や社

会にどう具体的にアプローチするか？」を言語化し、共有できる具体的な設計図「Theory of 

Change 2020」も掲載しています。 

 

３．地域金融機関等との連携事業  

（１）NPO の社会的価値「見える化」プログラム 2015【助成：公益財団法人日本財団、平

成 27年度度公益信託愛・地球博開催地域社会貢献活動基金】 

NPOの社会的価値「見える化」プログラムは、2014年 10月に発足した「ソーシャルビ

ジネスサポートあいち（※）」に参加する支援機関の職員等が、仕事で培ったスキルや経験

を生かし、参加 NPOを半年間応援するプログラムです。 

 2015 年度は１つの NPOに対し、計 21 名のメンバーが 2 つのチームをつくり、NPO の

事業が地域や社会にもたらした定性的な価値を、貨幣価値に換算して定量的に示す「インパ

クトマップ」を作成し、そのプロセスや結果からNPOへの提案をまとめました。 

 15年度はmomo融資先の一般社団法人 One Lifeの SROIを測定しました。 

※地域の課題をビジネスの手法で解決するソーシャルビジネス事業者を、地方公共団体、地

域金融機関、中間支援組織等で連携して支援するためのネットワークです。 

【参加支援機関一覧（2016年 6月末現在）】 

●地方公共団体 

・愛知県 ・公益財団法人あいち産業振興機構 ・名古屋市（市民活動推進センター）  

・公益財団法人名古屋産業振興公社 ・半田市（はんだまちづくりひろば） ・豊明市  

●金融機関 

・株式会社愛知銀行 ・株式会社中京銀行・愛知信用金庫 ・瀬戸信用金庫・知多信用金庫  

・中日信用金庫 ・東海労働金庫・東濃信用金庫 ・愛知県信用保証協会 

・株式会社日本政策金融公庫 

●中間支援組織・専門家 

・公益財団法人あいちコミュニティ財団 ・コミュニティ・ユース・バンク momo 

・株式会社ピー・エス・サポート ・一般社団法人 SR連携プラットフォーム 

 

（２）東海ろうきん「NPO育成支援助成」の企画・運営 

15 年度の東海ろうきん「NPO 育成支援助成（※）」の企画・運営を担当し、地域や社会

にもたらす価値（＝成果）を重視する、本気で社会を変えたいと考えている NPO12団体に

対して、「社会を変える計画づくり」「事業計画づくり」「実行計画づくり」をサポートしま

した。 

http://www.momobank.net/activity/
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また、16年度も引き続いて企画運営を担当し、「募集説明会」「個別相談会」「最終選考会」

を実施しました。 

【2015年度助成先＆申請事業名】 

●1：NPO法人もりずむ（三重県津市） 

・不要木を使って林業と中山間地域を元気にする薪プロジェクト 

●2：NPO法人どんぐりの会（三重県津市） 

・地域企業と連携した子育てと仕事の両立支援 

●3：NPO法人大紀町日本一のふるさと村（三重県大紀町） 

・翔びたて青年たち！ いよいよ限界集落はアツくなるぞ 

●4：NPO法人せき・まちづくりNPOぶうめらん（岐阜県関市） 

・将来、このまちで働くことを高校生の選択肢に～高校生参加型フリーマガジン～ 

●5：NPO法人人と動物の共生センター（岐阜県岐阜市） 

・人と犬猫の共生を目指す、ボランティア育成事業 

●6：NPO法人ぎふ多胎ネット（岐阜県多治見市） 

・多胎家庭支援事業 

●7：NPO法人トルシーダ（愛知県豊田市） 

・外国につながるのある子どもの学びと進路サポート事業 

●8：NPO法人穂の国森林探偵事務所（愛知県新城市） 

・森林探偵業務による地域・山主と森林の結び直し業務 

●9：NPO法人ドリーム（愛知県名古屋市） 

・情報誌事業と広報体制の確立 

●10：NPO法人泉京・垂井（岐阜県垂井町） 

・みずのわから広がる循環型社会 ～地産地消・フェアトレード推進拠点の運営～ 

●11：NPO法人 ORGAN（岐阜県岐阜市） 

・地域文化の担い手を育てるNPO法人 ORGANの広報媒体整備事業 

●12：NPO法人花・はな（愛知県半田市） 

・キッズハウスインターナショナル－地域の子どもは地域で育てる－ 

 ☆言葉が通じない在日ブラジル人の子ども、ブータンの留学生の心を癒そう 

※詳細は下記URLをご覧ください 

http://blog.canpan.info/rokin-ikusei-kifu/ 

 

（３）「『お金の地産地消白書 2014』を読む会」の開催 

14 年度に発行した『お金の地産地消白書 2014』をテキストとした「『お金の地産地消白 

書 2014』を読む会」を、全国の地域金融機関や行政、中間支援組織等を対象に実施しまし

た。 

【2015年度実施実績】 

年月日 開催場所 参加者数 満足度（平均） 参加金融機関 

【15年】   ※5点満点  

6月 20日(土） 岐阜県多治見

市（東濃信用

金庫） 

80名 4.0 東濃信用金庫 

7月 13日（月） 茨城県水戸市 15名 4.6 常陽銀行、中央労働金庫、日本政策金融公

庫、水戸信用金庫 

7月 30日（木） 岩手県盛岡市 20名 4.1 一関信用金庫、岩手銀行、北上信用金庫、北

日本銀行、日本政策金融公庫、花巻信用金

庫、水沢信用金庫、盛岡信用金庫 

7月 31日（金） 千葉県千葉市 11名 4.1 日本政策金融公庫 

9月 14日（月） 埼玉県さいた

ま市 

32名 4.1 木信用金庫、飯能信用金庫、川口信用金庫、

埼玉懸信用金庫、埼玉県信用保証協会、埼

玉りそな銀行、西武信用金庫、武蔵野銀行 
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9月 15日（火） 埼玉県さいた

ま市 

22名 4.6 埼玉りそな銀行、日本政策金融公庫、武蔵野

銀行 

9月 25日（金） 埼玉県さいた

ま市 

32名 4.3 青木信用金庫、飯能信用金庫、川口信用金

庫、埼玉懸信用金庫、埼玉りそな銀行、西武

信用金庫、武蔵野銀行 

10月 17日（土） 愛知県名古屋

市（十六銀行） 

70名 4.2 十六銀行 

10月 20日（火） 愛媛県松山市 18名 4.5 伊予銀行、愛媛信用金庫、日本政策金融公

庫 

11月 6日（金） 山口県山口市 23名 4.7 西京銀行、中国労働金庫、日本政策金融公

庫、山口銀行 

11月 20日（金） 秋田県秋田市 12名 4.5 秋田銀行、秋田信用金庫、日本政策金融公

庫、北都銀行 

12月 3日（木） 新潟県新潟市 34名 4.5 新潟県労働金庫、日本政策金融公庫 

12月 3日（木） 福島県郡山市 17名 4.4 日本政策金融公庫 

12月 10日（木） 栃木県宇都宮

市 

20名 4.7 鹿沼相互信用金庫、中央労働金庫、栃木県

信用保証協会、日本政策金融公庫 

12月 11日（金） 福岡県福岡市 19名 4.6 遠賀信用金庫、九州労働金庫、日本政策金

融公庫、福岡県信用保証協会 

12月 13日（日） 佐賀県佐賀市 35名 4.2 佐賀共栄銀行、日本政策金融公庫 

【16年】     

1月 15日（金） 島根県松江市 27名 4.6 島根銀行、中国労働金庫、日本政策金融公

庫 

1月 15日（金） 鳥取県鳥取市 20名 4.3 鳥取銀行、日本政策金融公庫 

1月 24日（日） 山梨県山梨市 13名 4.7  

2月 8日（月） 沖縄県那覇市 11名 4.9 沖縄県労働金庫、コザ信用金庫 

3月 4日（金） 静岡県静岡市 26名 4.7 磐田信用金庫、掛川信用金庫、静岡県信用

保証協会、静岡県労働金庫、静岡信用金庫、

静清信用金庫、日本政策金融公庫、浜松信

用金庫 

4月 27日（水） 愛知県一宮市 30名 4.5 いちい信用金庫、岐阜信用金庫、日本政策金

融公庫 

※詳細は下記URLをご覧ください 

http://blog.canpan.info/momo-hakusyo/ 

 

 （４）ソーシャルビジネスサポートあいち 

15 年度も、ソーシャルビジネスサポートあいちに支援機関として参画し、地域の課題を

ビジネスの手法で解決するソーシャルビジネス事業者を、地方公共団体、地域金融機関、中

間支援組織等で連携して支援しました。 

 また、「これから愛知・三重・岐阜で NPO法人等のソーシャルビジネスを立ち上げたい」、

「すでに立ち上げているが学び直し、ステップアップしたい」という想いを本気で形にした

い方々を対象に、「社会を変える計画」「事業計画」「資金調達計画」を一気通貫で集中的に

学べる全４回の講座「あいちソーシャルビジネス創業スクール」を開催しました。 

●あいちソーシャルビジネス創業スクール 

【主催：日本政策金融公庫 国民生活事業／共催：公益財団法人あいちコミュニティ財団、

コミュニティ・ユース・バンクmomo／協力：ソーシャルビジネスサポートあいち】 

【第 1回】「社会を変える計画」 

・講師：木村真樹（公益財団法人あいちコミュニティ財団 代表理事） 

・内容：社会に対する「放っておけない」事は何か？ 「解決策開発ワークシート」を用い、 

自分の想いを形にする方法を学びました。 

【第 2回】「事業計画」 

・講師：村田元夫氏（株式会社ピー・エス・サポート 代表取締役） 

・内容：事業計画は何のために作るのか？ 周りを「巻き込む」事業計画はどのように作れ 

ばいいのかを学びました。 
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【第 3回】「資金調達計画」 

・講師：木村真樹（コミュニティ・ユース・バンクmomo 代表理事） 

・内容：出来あがった計画に対し、どの様にして資金を調達するのか？ 「バーチャル融 

資審査委員会」を通じて学びました。 

【第 4回】「公開発表会」 

・講師：木村真樹（コミュニティ・ユース・バンクmomo 代表理事） 

・内容：各自が作りあげたビジネスプランを発表し、共有しました。 

 

（５）実行委員会や会議等への派遣 

15 年度、代表理事の木村や他の役職員を委員等として派遣した実行委員会、会議等は以下

の通りです。  

【木村】  

・寄付月間推進委員会 委員 

・休眠口座国民会議 呼びかけ人 

・国土交通省中部地方整備局「中部圏広域地方計画有識者会議」 委員 

・全国NPOバンク連絡会 副理事長 

・一般社団法人全国コミュニティ財団協会 副会長 

・東海若手起業塾実行委員会 理事／事務局長 

・内閣府 共助社会づくり懇談会 社会的インパクト評価検討ワーキング・グループ 構成

員 

・名古屋市社会福祉協議会・名古屋市主催「地域福祉リーディングモデル事業」選考委員 

会 委員 

・名古屋市消費者市民社会研究会 委員 

・認定NPO法人日本NPOセンター 評議員 

・NPO法人日本ファンドレイジング協会 理事 

・Panasonic NPO サポートファンド（環境分野） 助成選考委員 

・平成 27年度「東浦町地域福祉活動助成事業」 第 2次・第 3次審査員 

・「プロボノ 2015 in あいち」支援先NPO選考委員 

・ぼらチャリ 4企画運営委員会 委員 

【鈴木】 

・東海若手起業塾 起業家支援コーディネーター 

 

（６）ヒアリング調査等への対応 

15年度、以下の団体等からのヒアリング調査等に対応しました。 

・内閣府 

・公益財団法人自治研究所 

・一般財団法人中部産業連盟 

・小川の農業の未来を考える協議会 

・名古屋女子大学中学校 

 

（７）その他 

公益財団法人日本財団からの委託事業として、「ママインターン事業」の社会的価値

（SROI）を測定する研修を株式会社ピー・エス・サポートの協力のもと、2016 年 1 月か

ら 4月にかけて計 4回実施しました。 
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４．東海若手起業塾 

15 年度は実行委員会事務局を担当しました。東海地域の 4 名の若手起業家に対し、地域

からの共感を獲得し、真に必要とされる起業家へと成長していくための伴走支援を実施しま

した。 

また、16年度も引き続き、事務局を担当し、第 9期の募集説明会を実施しました。 

 

【2015年度支援起業家（第 8期生）】 

●NPO法人 Paka Paka 土肥克也氏（愛知県） 

●わらびや 前原融氏（岐阜県） 

●Lichenes（ライキニス）生川真悟（愛知県・三重県） ※特別研究員 

●株式会社 GOBOU 簗瀬寛氏（愛知県） ※特別研究員 

 

５．その他（管理運営） 

●総会・理事会の開催 

15 年 7 月 26 日（日）に定時総会を開催しました。また、理事会を下記の通り原則毎月

開催しました。 

 

【理事会の開催日時・主な議題】 

日時 主な議題 

【15年】  

6月 22日（月）19:00～21:00 第 10回定時総会 

7月 26日（日）10:00～12:00 第 19回融資（一次審査） 

9月 13日（日）11:30～13:00 第 19回融資（二次審査）、Theory of Change2020、運営規則 

9月 27日（日）9:30～12:00 Theory of Change2020 

10月 19日（月）19:00〜21:00 Theory of Change2020、運営規則 

11月 26日（木）19:00〜21:00 第 20回融資（一次審査）、運営規則 

【16年】  

1月 11日（月・祝）16:00～17：30 第 20回融資（二次審査）、第 21回融資 

1月 31日（土）10:00〜12:30 第 20回融資（最終審査） 

2月 22日（月）19:00～21:00 次年度の役員体制、スケジュール 

3月 28日（月）19:00～21:00 第 21回融資（一次審査）、次年度の役員体制 

5月 14日（土） 19:15～20:15 第 21回融資（二次審査）、延滞案件、出資について 

5月 28日（日）9:30〜12:00 第 21回融資（最終審査）、次年度について 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 


