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●１：タチキカラのクラウドファンディングをお手伝い

2021年4月14日から5月5日に、momo融資先「タチキカ
ラ」の杉野さんが豊田市旭地区で炭窯を作るクラウドファン
ディングを行いました。momoレンジャーがページやSNSの更
新などのサポートをさせていただきました。クラウドファン
ディングは見事成功！ 目標額70万円を1週間で達成し、目標
額の167%となる117万280円を集めることができました。

●２：momo対話サロン～新しい融資制度について～
を開催しました！

●３：「ただただ話を聴く相談会」を実施中！

コロナ禍で「孤独」が社会的に問題になっています。momoレ
ンジャーもそれぞれの得意を活かして話を聴くことで問題解決へ
のアプローチができないか。そんなきっかけで基本的に隔月で話
を聴くことをメインに2020年10月から、これまで6回オンラ
インの場を開きました。コロナ禍で不安な気持ちをただ聴いてほ
しい、考えている新しいアイデアを聴いてほしい、などなど、ど
んなご相談でも構いません。気負わずお気軽にご連絡ください♪

●４：「momoしゃべらnight」を毎月開催中！

毎回1つのテーマをネタに、会員のみなさんやmomoレン
ジャーたちが発表・交流するオンラインイベントです。これま
でに「気になる団体」「映画」「建物」「音楽」「アニメ」
「スポーツ」といったテーマを取り上げてきました。視聴のみ
の参加も大歓迎ですので、お気軽にご参加ください。

NPO・ソーシャルビジネス
に係る資金支援の社会的な状況
はこの15年で随分と変わって
きたことから、新たな融資制度
を検討する中で、新たな融資制
度に関して会員（出資者）のみ
なさまからご意見をいただく機
会として「対話サロン」をオン
ラインで2回開催し、さまざま
なご意見をいただきました。



●５：「全国NPOバンク連絡会」事務局業務を担当

NPOバンクの連絡組織である「全国NPOバンク連絡会」に
momoは会員および理事として設立当初より参画しています。
2020年度は、会議運営を中心に事務局業務を担当しました。

・理事会：月1回実施
・学習会：講師をゲストに資金調達のあり方・やり方の検討

●６：学生が伴走者としてmomoの課題にチャレンジ

２０２０年度活動レポート②

“学生レンジャーを増やしたい”そのための戦略やアプロー
チ方法に悩んでいる中、静岡県立大学の学生が半年間、伴走者
としてmomoの課題にチャレンジしてくれました。
一つひとつを丁寧に整理・分析する姿勢やアンケート・ヒア

リング調査など行動力のおかげで、その後開催したボランティ
ア募集説明会には、たくさんの参加者が集まり、その中から新
たにmomoレンジャーとして活動してくれる仲間が増えました。



 

momoのあゆみ 

年度 momo の主な出来事 社会の主な出来事 

2005 

●10月に設立（賛同人 230名） 

●出資金募集を開始 

●NPOバンクが金融商品取引法の適用除外に 

●小泉自民党圧勝 

●日本国際博覧会（愛・地球博）開催 

●日本の人口初減少 

●郵政民営化 

●ジャワ島で大地震 

2006 

●貸金業登録を申請・認可 

●初のつなぎ融資を実施 

 （NPO法人起業支援ネット） 

●会員メーリングリストを開始 

●「momoトレ」を初開催 

●グラミン銀行、ムハマド・ユヌス氏ノ

ーベル賞受賞 

●日銀がゼロ金利を解除 

●能登地震 

2007 

●初の一般融資を実施 

 （NPO法人こうじびら山の家） 

●「momoレポート」を創刊 

●「momo bar」「momo cafe」「融資先訪問ツア

ー」を初開催 

●初の補助事業を実施（環境省） 

●グリーンプロモーション「エコひいき」2007 運営

事務局に参画 

●momoレンジャーが 20名超 

●あいちモリコロ基金設立 

●食品偽造事件多発 

●中越沖地震 

●サブプライムローン問題発生 

●アル・ゴア氏ノーベル平和賞受賞 

●後期高齢者医療制度スタート 

●四川省大地震 

2008 

●「融資無料相談」を開始 

 （原則、毎月 23日） 

●「東海若手起業塾」に参画 

●「ソーシャルファイナンス研究会」を初開催 

●「ソーシャル・アカウンティング」の研究を実施 

●momoレンジャーが 30名超 

●NHK「クローズアップ現代」で紹介 

●非正規雇用者の割合が過去最高に 

●北京オリンピック 

●リーマン・ショック 

●オバマ氏大統領就任 

2009 

●「融資のあゆみ」を初制作 

●Webサイトをリニューアル 

●オリジナル手ぬぐいを販売 

●「年賀状ぷろじぇくと」を初実施 

●「バーチャル融資審査委員会」「収穫祭」を初開催 

●ブース出展時に「ダイレクトダイアログ」を初実践 

●東海 3 県に本店を置く地域金融機関の取組調査を実施 

●民主党に政権交代 

●裁判員制度スタート 

●高速道路 1,000 円に 

●事業仕分け実施 

●新型インフルエンザの流行 

●年越派遣村 

2010 

●過去最高の融資実施件数（11件） 

●momo レンジャー出身初の融資先（合同会社

yaotomi） 

●交流メーリングリストを開始 

●『momo通信』をマイナーチェンジ（vol.21～） 

●「融資先セット」を販売 

●「momo のしおり」制作費や融資先支援にかかる費

用を寄付募集 

●「とよた中山間じおこし隊」に参画 

●人件費を初めて予算化（週 2日） 

●NHK「関口知宏のオンリーワン」で特集 

●「新しい公共」円卓会議発足 

●子ども手当支給開始 

●改正貸金業法が完全施行 

●生物多様性条約第 10 回締結国会議

（COP10） 

●認定 NPO法人寄付控除決定 

●タイガーマスク運動 

●東日本大震災 



 

年度 momo の主な出来事 社会の主な出来事 

2011 

●過去最高の融資実施件数（12件） 

●「個人融資勉強会」を随時開催 

●「感謝祭」「プロセスマネージャー養成塾」を初開

催 

●「相互支援コミュニティ形成事業」を開始 

●「NPO バンクによる被災地での仕事づくり促進事

業」を実施（国土交通省より補助） 

●初の委託事業を実施（愛知県・地域内“志金”循環促

進事業） 

●「お金の地産地消」白書 2011＠愛知県版を発行 

●「美し国おこし・三重」のファシリテーション研修

を担当 

●momoレンジャーが 40名超 

●momoレンジャーの運営体制をチーム制に 

●専従有給スタッフを初雇用（斉藤順子） 

●「新しい公共支援事業」がスタート 

●16年ぶりに円高記録更新 

2012 

●マンスリーサポーター制度「momo たね基金」を開

始 

●刈谷市（市民協働課）と株式会社デンソー（社会貢

献推進室）と「NPO 等情報流通促進協議会」を組

織 

●地域金融機関との連携が本格化（「しんきん＆ろう

きんプロボノプロジェクト」など） 

●一般財団法人あいちコミュニティ財団の設立を支援 

●「地域資源白書 2012＠東海版」を発行 

●専従有給スタッフが 3人に 

●NPO法人関連事務が政令市に 

●再生可能エネルギー全量買い取りスタ

ート 

●「新しい公共支援事業」が終了 

2013 

●事務所を移転（愛知県名古屋市東区） 

●融資累計 1億円を突破 

●瀬戸信用金庫＆東濃信用金庫との「プロボノプロジ

ェクト」の実施 

●NHK Eテレ「ハートネット TV」で特集 

●第 2 回「日経ソーシャルイニシアチブ大賞」ファイ

ナリスト（国内部門）に選出 

●日本政策金融公庫との協調融資を実行（全国初） 

●TPP交渉参加表明 

●消費税が 8％に UP 

2014 

●「つなぎ融資」の常時受付を廃止し、融資先募集を

年 3回募集に 

●ボランティアスタッフ「momo レンジャー」の活動

期間を半年ごとの更新制に 

●瀬戸信用金庫＆東濃信用金庫との「プロボノプロジ

ェクト」の実施（2年目） 

●「ソーシャルビジネスサポートあいち」の発足 

●『お金の地産地消白書 2014』を発行 

●第 3 回「日経ソーシャルイニシアチブ大賞」【国内

部門賞】を受賞 

●消費税 10％見送り 

●阪神･淡路大震災から 20年 

●北陸新幹線開業 

●地方創生へ新交付金 4,200 億円 

●ネパール大地震 



 

年度 momo の主な出来事 社会の主な出来事 

2015 

●momo 創立 10 周年記念成果報告書「momo のあゆ

み」発行 

●NHK「クローズアップ現代」に取り上げられる 

●NPOの社会的価値「見える化」プログラムの実施 

●東海若手起業塾の事務局を担当 

●東海ろうきん「NPO 育成支援助成」の企画・運営を

担当 

●スタッフ 3人（木村、小池、斉藤）体制に 

●マイナンバー制度スタート 

●国産初のジェット旅客機初飛行成功 

●マイナス金利導入決定 

●北海道新幹線開業 

●熊本地震 

2016 

●「会費・寄付収入」「事業収入」だけで事業を計画

し、スタッフ 3 人分の人件費を計上した予算を編

成 

●Web サイトリニューアル＆『momo 通信』の Web マ

ガジン化 

●年次報告書「momoのあゆみ 2015」発行 

●第 12 回「日本パートナーシップ大賞」地域ファイ

ナンス賞を受賞 

●18歳選挙権施行 

●国勢調査で初の人口減 

●消費税率引き上げを 2年半延期 

●休眠預金等活用法が成立 

2017 

●木村理事が『はじめよう、お金の地産地消』を出版 

●融資先累計を 60件突破 

●『お金の地産地消白書 2017』を発行 

●momoの現状に関する調査・確認の実施 

●臨時総会を開催 

●天皇退位特例法が成立 

●レゴランドが開業 

●トランプ大統領が就任 

2018 

●専従スタッフがゼロに 

●創業者である木村理事が退任 

●2018年 10月「ソトコト」で紹介 

●総収入が 1,000万円(17 年度)→132万円(18年度)に 

●第 28回融資を実行 

●西日本豪雨 死者 220人越え 

●北海道地震 

●米朝が初の首脳会談 

●TPP11が発行 

2019 
●momoみんなで助け合おうプロジェクト 

●momoあす会（2回開催） 

●「令和」に改元 

●ラグビーＷ杯日本大会 

●消費税率 10% 

●「金融検査マニュアル」廃止 

●新型コロナ 緊急事態宣言 

2020 

●ミーティング等のオンライン実施が定着 

●withコロナに対応した新たな場づくりを拡大 

 「ただただ話を聴く相談会」 

 「momoしゃべら night」 

●タチキカラ クラウドファンディング支援 

●第 35回融資より「共感金利チャレンジ」を新設 

●4月緊急事態宣言発令 

●東京五輪・パラリンピック 1年の延期 

●菅首内閣発足 

●九州豪雨 

 

http://www.sustainablebrands.jp/event/jpa/

