まちづくり推進型

コミュニティ・レストラン
１３
地域の茶の間「てまえみそ」
事例

～一人ひとりの“てまえみそ”を持ち寄った
コミュニティを地域につくりたい～
“てまえみそ”とは、自分の自慢の技、誇れること。
てまえみそを持ち寄り、人もまちも自分も元気にな
れるコミュニティ・レストランを実現した人がいる。
<地域課題>
地域の過疎化、高齢化が進む中、自分自身も
含めて、孤立することを懸念し、人が集まるコ
ミュニティがあったら安心だろうと感じた。
<事業を始めたきっかけ>
一人ひとりの｢こだわり・うんちく・てまえみそ｣を
持ち寄るコミュニティがあることで、人もまちも自
分も元気になれるのではと考えた。

管理人 富田 久恵氏

開店１０年を迎えて
浜松市は世界的に有名な自動車メーカーや楽器等のメ
ーカーが本社を構える静岡県の政令指定都市である。管
理人の富田さんは、市内のメーカーに長年勤務し、平成9
年に退職。それを機にNPO活動に興味をもち、これからの
日本には非営利での市民や当事者主体の活動が必要と
感じていた。国際交流基金日米センターの研修生として
米国でNPO関連の研修を受け、帰国後は自らNPO法人
を立ち上げるなか、誰もが居場所にできる様なコミュニティ
の拠点づくりをしたいという思いは強くなっていった。浜松ビ
ジネスプランコンテストの受賞や、県から起業支援資金の
融資を受けたこともあり、新築した自宅の一階部分を利用
してコミュニティ・レストラン地域の茶の間｢てまえみそ｣として
オープン。平成17年10月のことであった。

みんなで歌う“歌謡サロン”

人気のワンデイシェフ

Ｐ２５

｢コミュニティ・レストランと名乗ってはいますが、てまえみその
運営は、“場の提供”をすることで対価をいただくというのが、
基本的なビジネスモデルなんです。｣富田さんは言う。
てまえみそではシェフが日替わりで手作りランチを提供する

ジャマイカ料理の会

寄席の様子

月一居酒屋“地ねた屋”

*1 ワンデイシェフ事業を開店当時から続けている。シェフは

地元の主婦グループやリタイアした人等様々であるが、自
分の畑で獲れた野菜を使ったり、自前で店を持たなくても
得意の料理を振る舞うことができる。食べる人には手作り
の美味しさを、料理を作る人にとってもやりがいを感じること
が出来る。

人が自然と集える場を目指して
｢いかに人が集まり、交流できる場所を維持できるか、と
てもやりがいのあることだと思っています。」ワンデイシェフ事
業の他にも、ピアノの伴奏付で童謡や歌謡曲等が歌える
歌謡サロンが人気だ。毎回、てまえみその収容可能人数
ぎりぎりの２０人ほどが集まり、より多くの参加者が集える
よう、週毎に曜日をずらすことで月3回開催される。
この歌謡サロンを楽しみに、遠方から来訪する人も多いそう
だ。
また、特に注目なのが月一居酒屋「地ねた屋」だ。地元
の美味しいネタ(食材や人、話題)を持ち寄って美味しい
地酒を楽しめる場とあって、すぐに定員に達してしまうほどの
人気ぶりだ。特にリタイアした人にとって地ねた屋は異業種
交流的な友人作りの場として活用されている。

Point
ポイント

人が集まり、交流できる仕組
みつくり
コミュニティの形成とその維持
のために様々な事業を展開。多
様なニーズに合わせたイベント
づくりや要望に柔軟に対応。

レストランやイベントはコミュ
ニケーションの手段の一つ
同レストランでは、「食を核とし
たコミュニティの場つくり」という
コンセプトのもと、場所の提供
に撤する。歌や料理が得意な
人が寄り合うきっかけを作るこ
とで、コミュニケーションが生ま
れ、育まれる場を創出。
＊１ 登録した外部のシェフが日替わりラン
チを提供するシステム。食材や調味料等は
シェフ側が用意。１食800円程度のランチを
数十食用意し、収益の一部が場の提供を行
う側に入る仕組み。

コミュニティから新たなコミュニティの形成へ
“てまえみそ”での出会いがきっかけで、姉妹店となるコミュ
ニティカフェが誕生したとのこと。歌謡サロンの常連客が経営
していた店舗跡を、その娘さん達が改装してコミュニティカ
フェを始めたそうだ。この他、てまえみそに集ったことがきっか
けで出会った人達が、さらに別のコミュニティを作るという良
い循環が生まれている。

●コミュニティ・レストラン
地域の茶の間「てまえみそ」
●管理人

富田 久恵

●設立

２００５年

●所在

静岡県浜松市中区
中沢町６５－１５

●ＴＥＬ

０５３－４７５－１５１６

●http://temaemiso.hamazo.tv/

Ｐ２６

子育て支援型
事例

１４ 株式会社 キッズコーポレーション
～質の高い幼児教育を全国へ！仕事と子
育てを両立させる理想の保育サービスとは～
病院内・企業内を中心とした運営受託型の保
育園や小規模認可保育園を全国７０施設以上
で展開。幼稚園教諭として培った理想の幼児教育
論を基に、子育て世代や事業者を支えている。
<地域課題>
病院・企業の人材確保や労働環境の整備、待
機児童といった複合的な問題の解決が求めら
れている。
<事業を始めたきっかけ>
現場で培った幼児教育の知識・経験を基にし
た保育サービスを提供することで、地域課題の
解決につながると考えた。

代表取締役 大塚 雅斗氏

６畳１間のマンションから事業をスタート
栃木県宇都宮市に本社を構える株式会社キッズコーポレーシ
ョンの外観は、ひときわ目を引くお洒落なデザインが特徴的だ。
代表取締役の大塚さんは大学時代に教育学に触れたことがき
っかけで幼児教育に興味をもち、卒業後は都内の大学付属幼
稚園で教諭をしていた。現場で日々幼児教育にいそしむ中、幼
稚園を経営していた父親の体調が悪くなり、栃木県内にある実
家の幼稚園を継ぐことになったのだ。ところが教育方針を巡って
大塚さんは父親と対立、２年で退職することになった。そして、
自分自身の夢と志を確かめるために、尊敬する坂本龍馬ゆかり
の地である“高知”に２ヶ月間バイクで旅にでることに。そんな中
ベビーシッター事業を立ち上げた保育園園長の話をたまたま手に
取った雑誌で読み、興味をもった大塚さんは早速コンタクトをとっ
た。
保育の考えについて意気投合し、開業指導などを受けてキッ
ズコーポレーションの前身となるベビーシッターサービス「ピーターパ
ン」を平成５年に宇都宮市内で創業した。当初は６畳１間の
マンションの一室からのスタートだったという。また、当時（20年
以上前）の日本にはまだベビーシッターという概念が定着してな
かったため、営業活動は大変な困難を伴ったそうだ。
Ｐ２７

カラフルなデザインが目を惹く社屋

病院内保育施設 にじのもり保育園

園内の様子

それでも口コミによって徐々に顧客を伸ばしていったが、
より経営基盤を安定化させるための手段を模索していた
ところ、ある企業から企業内保育園に保育士の派遣をし
てくれないかと問い合わせを受けた。これを機に同社では
病院や企業と契約し、保育園の設置支援や運営受託
を主軸に展開するようになる。

日本社会を取り巻く課題の解決に
子育て中でも働きたい女性は増加しているが、保育施
設の数は追いついていないため、待機児童問題が発生
しているのは周知の事実である。子供を預けられる場が
なければ働くことが難しくなり、企業側にとっても優秀な人
材確保につながりにくいといった課題を抱えている。企業
内保育園は、事業者にとってコストの削減や離職率の低
下、従業員にとっては子供の側で働くことが出来、仕事と
子育てを両立出来る心強い仕組みと言える。

幼児教育の理念と今後の方向性
大塚さんは、自身の掲げる理想の幼児教育は“自由
保育”にあると断言する。創業前後の際に数百もの幼稚
園・保育園を訪れた結果辿り着いた考えだ。
この自由保育とは「 1人1人の子供の内面を重視し、
生きる力を育てる。」というものである。そうすることで、自
主性や思いやり、協調性を持った人になって欲しいという
思いが込められている。 この理想に基づいた幼児教育を
世の中に広めるため、平成28年4月に東京都品川区に
認可保育園の開設を予定するなど、積極的な保育園の
増設を進めている。今後の方向性として、子育て支援業
界は需要が伸びているため事業規模拡大が見込まれる
が、長期的に見れば少子化は避けられず、市場縮小の
可能性があるという。そのため、創業20年間で得た幼児
保育のノウハウを基にした“自由保育”を海外に向けて展
開することも検討しているそうだ。

園児のお絵かきをサポート

Point
ポイント

理想とする幼児教育理念の
共有
幹部社員向けの集会“キッズフ
ォーラム”を年1回開催。自由保
育の理念共有、保育技術の取
得を目的とし、よりハイレベルな
保育サービスの提供に注力。

社会需要に即したサービス
病院・企業内にノウハウの詰ま
った、質の高い保育園を展開。
企業にとってコスト削減や人材
の確保、従業員にとって仕事・
子育てを両立出来る環境を整備
した。社会の需要にダイレクトに
応じたサービスが安定的な収益
を確保。

●株式会社

キッズコーポレーション

●代表取締役

大塚 雅斗

●設立

１９９３年

●所在

栃木県宇都宮市南大通り
２－６－１ ＫＩＤＳ １ＳＴ
ＢＬＤ

●ＴＥＬ

０２８－６３８－７０１０

●http://www.kids-21.co.jp/
Ｐ２８

子育て支援型
事例

１５ 認定ＮＰＯ法人 フローレンス
～社会全体で共有して欲しい、訪問型病児
保育の成り立ちとその可能性～
急な発熱で保育園で子供を預かってもらえない、
仕事も休めない…共働き家庭の困った！をなくした
い。病児保育のプロ「こどもレスキュー隊員」が自宅
を訪問し、病児保育サービスを展開。「子育てととも
に何でも挑戦できる」そんな社会にするためのキーワ
ードは“病児保育”にある。
<地域課題>
急な発熱や病気を理由に子供を保育園に預け
ることが出来ず、子育てと仕事を両立することに
行き詰まってしまう保護者が大勢いた。

代表理事 駒崎 弘樹氏

<事業を始めたきっかけ>
子育てと仕事が両立出来ずに離職を余儀なく
された、ある1人の母親の話を聞き、子育てを
取り巻くあらゆる問題を解決したいと思った。
病児保育の成り立ち

Ｐ２９

“保育”とは、乳幼児を擁護し教育することである。身近
なところで言えば“保育園”をイメージするだろう。
では、“病児保育”という考え方はご存じだろうか？病児
保育とは、「急な発熱や病気等により保育園で預かっても
らえない子供を預かるサービス」のことだ。子供が37.5度
以上の熱をだすと、通常ほとんどの保育園では預かってもら
えない。代表の駒崎さんはベビーシッターであった自分の母
親から聞いた、「子供が熱をだして保育園で預かってもらえ
なくなり、会社を休んで看病をしたらクビになった。」という1
人の母親の話に衝撃を受け、現在の主力業務の１つで
ある病児保育事業を立ち上げることを決意した。
この病児保育には“施設型”と“訪問型”があるが、同法
人では訪問型病児保育事業を展開している。メリットとし
ては①施設をもたないことで、繁閑が激しい病児保育に柔
軟に対応できる②慣れない施設ではなく、自宅にいながら
保育を受けられるため、子供にとって安心できる点等が挙
げられる。

おうち保育園

訪問した保育士にバトンタッチ

病児保育の様子１

病児保育の様子２

病児保育を支える会員間の相互扶助
駒崎さんは大学で保育を専攻していたわけではなかった
が保育の知識や経験を持つ人材の雇用や勉強等を重ね
て、平成16年に訪問型病児保育を事業化した。
同法人の訪問型病児保育のポイントは①PC、スマホか
ら簡単に病児保育を依頼可能②提携した医師による往
診、かかりつけの病院への受診代行が可能という点だ。特
に①については、当日朝8時までの依頼なら100％対応
保証するという点は子育て世帯にとって強い味方だ。これ
については、子供が風邪等に罹る時期を予測して保育ス
タッフのシフトを入念に組むことで対応している。当初は江
東区からのスタートだったが、現在では対象エリア1都３県
（東京、千葉、埼玉、神奈川の一部地域)に及び、会員
数は約4,500人を誇っている。
これら画期的なサービスを支えるために、収益モデルにも
工夫を凝らしている。同サービスは、会員同士の相互扶助
（助け合いの精神）を目的としており、利用するにはまず
会員となるための入会金を支払う。そのうえで月会費を支
払うという形態をとっているのだ。サービスの利用頻度と子
供の年齢によって月会費は変動するが、月6,800円（平
成27年4月時点）ほど。1回のサービス毎に報酬を得る
仕組みに比べて、はるかに安定的な収益モデルとなってい
る。得られた収入は更なる充実したサービス提供のため、
保育スタッフの確保や病児保育のプロを育てるコストに充て
られている。また、いざという時に備えられる保険として、ベビ
ーシッターサービス等に比べ“手ごろな価格”で利用者への
還元も出来ている。

今後の展望
同法人では、①経済的に料金負担が厳しいひとり親家庭
でも病児保育サービスを受けられるよう寄付金を募る寄付事
業や、②空家等を活用した「おうち保育園」事業等、病児保
育以外にも事業を展開している。
今抱える課題は保育スタッフ等の人材不足だ。そのため、
広報、メディアなどに力をいれて優秀な人材の確保に努めて
いる。現状ではスタッフの人数の問題から対象エリアが限られ
ているが、人材が確保できた際には、病児保育を含む子育
て支援サービスの対象エリアをさらに広げていきたい考えとのこ
と。

Point
ポイント

病児保育依頼に100%対応
病児保育をスマホ、ＰＣで依頼出
来るように整備し、急な依頼であ
っても朝8時までの依頼なら100
％対応を保証。医師の往診や病
院への受診代行が可能という点
も加わることから、子育て世帯に
とっての強い味方。

独自サービスを展開するた
めに収益モデルを工夫
利用者に掛け捨て式の会費を
負担してもらうことで手軽な価
格でサービスの利用を実現。月
会費収入という形式のため、毎
月安定した収益が見込める料
金システム。

●認定ＮＰＯ法人
●代表理事

フローレンス

駒崎 弘樹

●設立

２００４年

●所在

東京都千代田区飯田橋
３－３－７ 秋穂セントラル
ビル２Ｆ

●ＴＥＬ

０３－５２７５－１１６３

●http://byojihoiku.florence.or
.jp/

Ｐ３０

