NPO法人 ちば地域再生リサーチ
スタッフの皆さん。
前列の右から２番目が
理事長の服部さん

事例

７

～大学と住民が協働する建て替えない団地再生の取組～
高度成長期後半に人口の増加・産業の受け皿として考えら
れた海浜ニュータウンは、人工的に形成された都市である。つ
くられた当時に30～50代の年齢の居住者が一気に入り、年月
を重ねた現在は60代以上の居住者が中心になるとともに人口
減少による都市機能や地域コミュニティの衰退という問題が顕
在化している。このような状況の中で、事業性のある手段によ
る団地再生を通じて、コミュニティ再生に取り組んでいる。

団地住民に寄り添い生活環境を向上させる
ちば地域再生リサーチの事業
ちば地域再生リサーチの事務所

千葉市海浜ニュータウンの高洲・高浜地区で活動している
“ちば地域再生リサーチ（以下「ＣＲ３」）”は、地域住民に対して、
多様な生活支援サービスを提供している。事業の一つであるリ
フォーム系サポートでは、住民自ら住まいの改善をすることを
支援する「ＤＩＹ（ドゥ・イット・ユアセルフ）サポート」「材料販売」
「出張リフォーム」「ハイブリッドリフォーム（リフォーム業者との
仲介をＣＲ３が行い、ＤＩＹと組み合わせてコストを抑える）」「高
齢者向け最小限リフォーム」等を提供している。これらのうち、
ＤＩＹとハイブリッドリフォームは低いコストで住まいをリフォー
ム・修理をしたいが、希望通りに応えてくれる業者が見つかり
づらいという地域住民の課題・ニーズに応える事業である。当
然ながら、自身のみで作業が完了すれば、安く予算が抑えら
れ、外部委託しなければいけない大規模なリフォーム案件でも、
ＣＲ３が現場監督の役割を担ってくれるため、工務店から申し
込むよりも費用を低減できるメリットがある。また、委託先も業
者の他、地元の業者ＯＢや団地内の作業経験者（ＣＲ３スタッ
フ）と複数あり、希望者の予算条件に沿うようにコーディネート
する。賃貸住宅に住み、工事に多くのお金をかけられない人か
らは、材料費のみで壁やインテリアの見た目を一新できるこの
取組は好評を得た。
また、高齢者生活サポートでは、「買い物サポート・御用聞き
サービス（代済み商品の配達等）」や「商店街での居場所づく
り」などの事業があり、生活支援サービスを求める住民のニー
ズに応えている。ほかにも住民主体の「団地学校」によるコミュ
ニティづくりや商店街組織・団地等の管理組合のサポート・コン
サルティングにより地域活性化に関わっている。

網戸や壁紙の張り替えかたを学ぶDIY講習

団地学校の様子
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活動開始のきっかけ
千葉大学が千葉県、千葉市、独立行政法人都市再生機構
らと公共住宅の再生についての共同研究を働きかけたことが
きっかけで、その後地域コミュニティの再生及び住み続けてい
ける団地への再生を図ることを目標として2003年にＮＰＯ法人
を設立。事業を続けるうちにサービスを受けた地域住民（団地
レディース隊）が空いた時間を利用して活動に参加してくれる
ようになり、地域の団体・企業とも連携できるようになった。Ｃ
Ｒ３の強みは、自身が地域住民に対して行うアンケート調査
結果をはじめ各種データの活用により多様な事業を立ち上
げ・組み合わせていることである。言い換えれば、理念の実現
のために必須である地域課題解決事業は収益（ランニングコ
スト分）が確保できないこともあるが、黒字の事業も併用して
行うことで、法人全体では収益を確保し事業が継続できるとい
うことである。

DIY講習を受けた主婦がスタッフとして出張リ
フォーム等を行う“団地レディース隊”

Point

事業継続の危機を乗り越えて変わったこと
順調に見えて、過去には事業の継続が困難になったことも
あった。活動開始当初は、大学の研究活動の延長として地域
に入ったためボランティアの色合いが強く、運営費を稼ぐこと
ができず経営に行き詰まってしまった。そこで活動を続けるに
は、この地域にずっと関わらなければならないとの考えに至っ
た。
継続的に地域と関わって活動するためには、事業性を考え
なければならないが、しかし、ボランティアとして関わっている
スタッフの中には事業性を考えられない・考えたくない意識が
ある人もいたため、変わらなければならないと考える経営陣と、
変われない、変わりたくないスタッフで議論になった。その時
に地元のスタッフに言われたことは、「あなた達はこの地域を
出て行くことができるが私たちはそうではない。やめたとき一
番非難されるのは私たちである」ということ。地域から離れら
れる人と残らなければならないスタッフとでは大きな違いがあ
ることに気づかされた。この危機を乗り越えるために、法人と
して目指すべきミッションを明確に打ち出し、熱心に周囲に訴
え続けた。結果として地域に残り続けるという意思表明ができ、
信頼も高めることができた。今後もＣＲ３は、社会環境の変化
に伴う課題に直面しても、地域住民や様々な団体と連携して
街の再生に取り組んで行く。

ポイント

研究に基づいた取組
調査・ 研究・社会実験などのリ
サーチと実践を重ね、地域の多様
な団体と連携して地域課題の把握
と解決に取り組んでいる。

主婦やOB人材との協力
業者が受けたがらない小規模リ
フォームも、主婦やOB人材から協
力を得て採算ラインまでコストを抑
えることでサービス提供が可能に。

事業収益と地域貢献の両立
地域貢献の持続性が重要と捉え、
高収益の事業と地域貢献度の高
い低収益の事業を組み合わせて
取り組んでいる。

●NPO法人ちば地域再生リサーチ
●設立年：2003年
●理事長：服部 岑生
●千葉県千葉市美浜区高洲
2-3-14
●TEL・FAX :043-245-1208
● URL：http://cr3.jp/
●事業内容：調査研究事業、DIYの研
修・実行、再生建築コンサルティン
グ、リフォームコーディネート、買物
代行、安否確認、商店街での居場
所づくり、団地学校の運営、団地管
理組合等を対象とした相談業務 等

14

NPO法人 ワーカーズわくわく
事例

理事長の中野さん

８

～「誰もが安心して普通に暮らせる町づくり」を目指して、地域福祉の発展に寄与～

横浜市瀬谷区は、横浜市にある18区のうち母子家庭数割合
や障害者手帳交付割合などが比較的高い地域である。
二十数年前、福祉生活環境向上のために、生涯教育学級の主
婦有志が任意団体を経てNPO法人ワーカーズわくわく（以下「わ
くわく」）を設立した。スローガンは「誰もが安心して普通に暮らせ
る町づくり」。少子高齢化・介護・子育てなどの地域の課題解決を
めざして日々の業務にあたっている。

サービス内容は多種多様

ワーカーズわくわく事務所入口

わくわくの支援対象は、高齢者、障害者、DV被害者などであり、
訪問介護などの介護サービスをはじめ、移送サービスや買い物
代行・自立支援など業務は多岐にわたる。

小規模多機能型居宅介護施設の建設
訪問介護や通所介護を行う中で、「宿泊も手掛けなければ本
当の意味で町の面倒が見られない」との思いから、小規模多機
能型居宅介護施設を補助金や借り入れを利用して建設した。要
介護者のショートステイは、既存の介護老人健康施設などでは
数ヶ月前から予約が必要であり、直前の急な利用ができないな
ど融通がきかないので介護者の身体的・精神的負担が大きくな
る。一方、わくわくではベッドが空いてさえいれば当日から宿泊で
きる。これにより介護者の負担の大幅な削減に寄与している。

事務所内でのサロンコンサート

元々サービスを受けていた人の家族もスタッフに
常勤職員は20名、その他協力会員が70名いる。協力会員の
中には支援サービスを受けた人の家族が、ホームヘルパーの資
格を取得して勤務可能な時間で無理なく働いている例もある。こ
うした例では、自身の閉鎖的な家庭内の現状を悲観していた人
がヘルパーとして他所に派遣される事によって「辛いのは私だけ
ではない」と認識し、精神的負担の軽減に役立っているとのこと。
これは雇用促進のみならず、地域コミュニティ形成にもつながっ
ている。さらに、ギャンブル依存症から社会復帰をめざす青年も
雇用している。
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小規模多機能型居宅介護施設

地域に必要とされる団体になるまで
任意団体発足間もない段階では、信用が無いため福祉事務所
から仕事を紹介してもらえなかった。そこで、できることからと特
別養護老人ホームで清掃の手伝いをはじめた。その傍らチラシ
を近所に撒いたり、知人に業務を紹介するなどをした結果「お墓
参りに行きたいけど車が・・・」「訪問販売でだまされてしまった」
「ひとりでは市役所の手続きが出来ない」などの相談が来るよう
になり、しだいに活動の範囲が広がりはじめた。
今日、行政と協力関係を築くことができたが、代表の中野さん
によれば「地域の人々のお困りごと解決のため、生活困難な人
に寄り添いながら、公的制度の活用方法を教えてもらうため区
役所に日参した。こうした伴走的支援を積み重ねることで行政か
らの信頼が徐々に高まり、応援されるようになった。また行政と
の協働から浮かび上がった課題は、対立軸でなく共に改善の道
を探り、NPOが行政の安価な下請け先ではなく、地域課題解決
のパートナーとなるよう心掛けた。こうした活動の中で、横浜市
の各種委員の就任要請が増え、現在は、行政施策のアンテナ
ショップ、地域課題発見の最先端のセンサー的な役割を果たす
ようになったのではないか」とのこと。
実際、わくわくは単なる介護保険サービス事業者ではなく地域
の課題解決の最前線として学齢障害児の居場所づくりや児童デ
イザービス、難病者ホームヘルパー事業、生活困難な家庭に育
つ子どもへの学習支援といった新たな事業を展開し続けている。

わくわくのネットワークで地域コミュニティの再生を
任意団体時代からの20数年に及ぶ実績から、法人や団体、
個人などからの支援が受けられ、さまざまな事業の設備整備な
どにあてられるようになった。そうして今日も地域、行政、病院、
企業などと連携し、地域になくてはならない存在として豊かな地
域社会の構築と地域福祉の向上に努めている。
地域の課題を住民と伴走しながら解決し、つながりを深めてい
く点及び段階的に経営課題を克服している点においてわくわくの
取組は、地域の福祉向上を目指すNPOなどにとって注目すべき
ＣＢ/ＳＢモデルと言えよう。
これまで、サービスの質の低下を防ぐため、区内という限られ
た地域の中で活動をしてきたわくわくだが、東日本大震災による
被災地の現状を鑑みて、復興支援にも乗り出した。2013年、
2014年わくわくは、認定NPO法人市民セクターよこはま、株式会
社イータウンとともに経済産業省のソーシャルビジネスノウハウ
移転・支援事業費補助金を活用し、いままで培ったネットワーク
を活かし、被災地における生活環境と地域コミュニティの再生を
目指して活動している。

介護施設内の様子

Point
ポイント

地域内の信用を獲得
主婦が中心となって「地域内の
困りごとを解決する」というテーマ
に沿って事業を展開。時間をかけ
て地域住民や行政の信用を得た。

地域課題のセンサー的役割
行政の安価な下請け先ではなく
地域課題解決のためのパートナー
となるよう心がけた結果、地域課
題発見のセンサー的な役割も担う
ことに。

新たな事業分野に展開
地域の課題解決の最前線として
学齢障害児の居場所づくりや難病
者ホームヘルパーといった現状の
行政支援では手が届いていない
分野に事業を展開。地域になくて
はならない存在に。

●NPO法人ワーカーズわくわく
●理事長：中野 しずよ
●設立年：2001年
●神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4-30-2
●TEL :045-303-2080
●FAX:045-304-9559
●URL:http://www.wakuwaku-seya.com/
●事業内容：介護保険事業、家事・保育・
送迎・買い物代行等有料サービス、障害
福祉サービス、児童の放課後デイサービ
ス等
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シゴトラボ 合同会社
ば

事例

ば

（ＢＡＢＡラボ ）

９

代表社員の桑原さん

～ 100歳まで働けるものづくり職場を地域につくる～
近年、高齢化社会が進展するなかで、高齢者の活力を地
域社会に活かす様々な取組がなされている。
シゴトラボ合同会社は、「100歳まで働けるものづくりの
職場」を目指し、おばあちゃんたちが、自分たちで使いた
い・使いやすいと思う「孫育て」グッズを企画・製作・販
売する育児グッズブランド「ＢＡＢＡラボ」を立ち上げた。

起業のきっかけ
ＢＡＢＡラボを主宰するシゴトラボ合同会社 代表の桑原
さんは、以前、地域課題をビジネスの手法で解決する「コ
ミュニティビジネス」の起業支援を行うＮＰＯ法人に勤め
ていた。長年働く中で、様々な現場を見て、自分でも何か
しら地域に根差した事業を立ち上げたいと考えはじめてい
た。また、年々深刻になる高齢化社会に向けて、個人的に
「何かせねば」と危機感を感じていたことも、起業の大き
なきっかけになった。
地方には農業など、歳をとっても活躍できる仕事がある
が、都市部にはそのような職業はほとんどないのが実情だ。
歳をとっても生きがいが持てて地域の人とつながれる場所、
そんな職場をみんなで作っていきたいと考え、2011年にＢ
ＡＢＡラボを立上げた。

スタッフの皆さん

ＢＡＢＡラボのアイデア
以下、桑原さんからＢＡＢＡラボの事業内容や起
業時に工夫した点などを聞いた。

アットホームな作業風景

私が出産し、母や祖母に娘の世話をお願いすることに
なったとき、腕の力の弱い高齢者でも抱っこが楽になると
いう「抱っこ補助の布団」を手作りしたこと、高齢の二人
から寄せられる既存の育児グッズへの不満がアイデアのヒ
ントになりました。
社会的な背景として、保育環境の充実や家事の軽減を目
的に親との近居をする共働き夫婦が増加しています。しか
し、孫の面倒を親に見てもらう際、老眼や体力的に弱く
なった親世代（50代後半～60代後半）＝【じじばば世代】
が使いやすい・使いたいと思う“孫育てグッズ”が市場に
無いことが分かりました。これを、地域のおばあちゃん達
が集まって、自分たちで作って売って、収入を得ることで、 起業アイデアとなった 「抱っこ補助のふとん」
仕事にできたら面白いのではないかと考えました。
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事業の内容
ＢＡＢＡラボでは、３つのものづくりをしています。
一つ目は、「自分たちで作れるものを作る」。自分たち
がミシンや手縫いで作れる孫育てグッズを企画し、製造販
売しています。おじいちゃんやおばあちゃんと孫のお揃い
Ｔシャツや、子どもが迷子にならないように握る“つり
革”がついた買い物バッグが人気です。働いているスタッ
フへの賃金については、作業行程を細分化して工程ごとに
単価を決め、それぞれが行うことができる作業をしても
らっています。
二つ目は、「自分たちで作れないものをコラボして作
る」。手作業では作れない工業製品を、大学や企業とのコ
ラボレーションで商品企画しています。まだ発売には至っ
ていませんが、近いうちにおばあちゃん達のアイデアを取
り入れた面白い商品を発表できる予定です。
三つ目は、「地域に開かれた場所を作る」。近所のおば
あちゃんや若いママたちが気軽に参加できるような、手芸
のワークショップを月に数回実施しています。先生になる
のは、いつもＢＡＢＡラボで内職作業をするスタッフです。
アットホームな雰囲気が人気で、リピーターになる子連れ
ママも多いです。働くスタッフは、30代～80代まで、内職
登録は40名程度いますが、日々関わっているのは、10数名
です。

今後の展望
起業当初、働くスタッフは高齢の方のみが集まることを想
定していましたが、運営を開始すると30代スタッフも多く
集まっています。理由は様々あると思いますが、ママ友達
では埋められない、話せない悩みを違う年齢の方に打ち明
けられる“多世代交流”に魅せられているのかなと推測し
ています。そうした、ＢＡＢＡラボの特徴である“多世代
交流”の職場というところのノウハウを蓄積して、「こん
な場所が作りたい」という方に情報を提供していけたらい
いなと考えています。また、ＢＡＢＡラボとしては、グッ
ズが売れて高齢者の雇用を生んでいくことはもちろんです
が、年齢の若いうちから、こうした場所に参加したり、働
いたりして、地域に関わって、コミュニケーションをとっ
ていけるようなことを学べる仕組みを作りたいと思います。
少子高齢化という課題を、地域に埋もれている
高齢者の“ちから“と多世代交流によって解決を目指す、
ＢＡＢＡラボの取組は、少子高齢化時代における女性の起
業のありかたに参考となる事例である。

人気商品 「つり革付き買い物バッグ」

Point
ポイント

地域内での人材発掘
おばあちゃんや若いママと
いった地域内で埋もれていた人
材の発掘に貢献。

多世代交流による商品開発
ばば世代＆ママ世代の離れた
コンビで“孫育てグッズ”を考
え、スタッフの賛同が得られた
企画をＢＡＢＡラボの商品とし
て発売。

オープンな「職場」であること
多世代のコミュニティをつく
る秘訣は「職場」であるという
こと。単なる仲の良い人が集
まっているだけでは一見さんが
参加しづらく、常連さんだけで
はタコツボ化することが多い。

●シゴトラボ合同会社（BABAラボ）
●代表社員：桑原 静
●設立年： 2011年（法人化）
●埼玉県さいたま市南区鹿手袋
7-3-19
●TEL・FAX :048-799-3214
●URL：http://baba-lab.net/
●事業内容：「孫育て」グッズ企画、
製作、販売
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