【グループ研究応援事業研究報告】

居場所の小商いやスモールビジネスの類型化
ひょうご居場所研究会

１

導入

ハウス、グループリビングなど、それぞれ目的は異

昨今、居場所と称されるNPOなどによる活動形

なるが、ある生活空間で他者と共に過ごすことを居

態が急増している。居場所は、地域の茶の間、集い

場所だと定義することもできる。居場所は、昭和

場、ふれあいの居場所、通いの場、ふれあい食事

55（1980）年頃から不登校の問題が議論される中

（の）会など、その呼称もさまざまである。コミュ

で、東京シューレなどのフリースクールと共に関心

ニティレストランやコミュニティカフェと表現され

を集めてきた取り組みである。文部科学省の学校不

ることもある。高齢者の交流や生活支援、障害者の

適応対策調査研究協力者会議においては、居場所

自己実現、子ども食堂など子どもを主な対象とする

を「児童生徒にとって自己の存在を実感できる精神

もの、子どもとその親を対象とするもの、フリース

的に安心していることのできる場所」だと位置付け

クールなど青少年育成に関わるものもある。NPO

ている。また、公益財団法人さわやか福祉財団の

法人ひょうご・まち・くらし研究所および公益財団

『ふれあいの居場所－ガイドブック』（2008）では、

法人コープともしびボランティア振興財団の『居場

求められる居場所の姿として、
「いつでも立ち寄れ

所アンケート調査報告書』（2016）によると、兵庫

て、いつでも帰ることができる」
「誰もが利用でき

県内の居場所の69.5%に当たる341ヶ所が2000年以降

る」「時間を自由に過ごすことができる」
「経験や能

に開設されている。社会福祉法人全国社会福祉協議

力を生かすことができる」
「自分の存在を認識でき

会は平成６（1994）年からふれあい・いきいきサ

る」ことを要件としている。そこで、当報告書で

ロン活動を提唱しており、平成24（2012）年には

は、
「何らかのサービスや事業を通じて、その場の

55,280ヶ所が設置されている。

参加者が相互に影響を及ぼす物理的な場」を居場所

民間だけではなく、行政も居場所に関する取り

だと定義したい。

組みを始めている。内閣府は平成23（2011）年度

公益財団法人さわやか福祉財団は、居場所の種別

に「高齢者の居場所と出番に関する事例調査」を

として、自然発生型と仕掛け型、単独型と併設型、

行っている。地域包括ケアシステム強化法案におけ

常設型と一時型、対象非限定型と対象限定型などに

る「
『我が事・丸ごと』地域共生社会」も多機能的

分類している。私たちは、この中でも、常設型の居

な居場所を念頭に置いていると考えられる。神戸市

場所に注目した。

では、主に高齢者を対象とした「居場所づくり型一

今 後、NPOな ど も 含 め た 住 民 が 主 体 と な っ て

般介護予防事業補助金」や子どもを対象とする「子

地域福祉を支えるにあたり、その地域のプラット

どもの居場所づくり」に補助を行っており、またこ

フォーム的な機能を持つ居場所が重要になる。その

れまでは生きがい対応型デイサービスを実施してき

居場所は、住民の利便性やその利用目的を考える

た。宝塚市では、きずなの家事業を行っている。兵

と、月１回や週１回ではなく、週５日以上など、つ

庫県も「コミュニティカフェ開設応援プロジェク

まり一時型ではなく、常設型が必要とされる。しか

ト」を、市町社会福祉協議会を通じて行っている。

し、その常設型の居場所を運営するためには、経済

ほかにも、熊本県の「地域の縁がわ」
、静岡県の

的な持続性をどのように確保するのかが課題であ

「ふじのくに型福祉サービス」
、京都市の「高齢者の

る。月１回や週１回などの一時型は、公共施設など

居場所づくり事業」などがある。

を借りることができるし、主催者の負担もそれほど

居場所は多義的な意味を持つ。「私はここにいて

大きくない。しかし、常設型で公共施設を毎日借り

よい」
「僕の得意なことはこれだ」といった個人に

ることは非現実的であるし、主催者の負担も非常に

対する承認の意味で用いられることもあれば、コ

大きいため、居場所を開所する場所の確保、および

ワーキングスペース、シェアハウス、コレクティブ

毎日運営するスタッフが必要となる。そのため、常
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設型の居場所を継続的に運営するためには、ある程

こと、第２に兵庫県内で活動していること、第３に

度の経済性が必要となる。コミュニティ・ビジネス

それぞれのヒアリング団体のビジネスモデルが重複

だと言ってもよい。

しないことを念頭に研究会で議論を行い、選定し

このような課題意識をもとに、平成29（2017）年

た。

に生きがいしごとサポートセンター（兵庫県労政

ヒアリングは平成29（2017）年８月から平成30

福祉課の補助事業）を運営するNPO法人などのス

（2018）年５月の期間に行い、１回のヒアリングに

タッフが集まり、ひょうご居場所研究会（以下、研

つき研究会に属する複数のメンバーが参加した。１

究会）を発足させた。居場所はレンタルスペースや

回のヒアリングは２時間ほどであり、ヒアリング団

講座、喫茶などいくつかの小商いを実施しながら、

体が運営する居場所にて行った。その内容は半構造

その収益を確保することが多い。ただし、私たちが

化インタビューで行った。あらかじめ質問事項をリ

知らない手段を有する可能性も想定される。このよ

ストアップし、ヒアリング団体に送付した。質問事

うな議論を通じて、特にコミュニティ・ビジネスの

項は、ヒアリング団体の基本情報や収支に始まり、

要素で運営されている居場所のビジネスモデルを類

居場所の設置目的や動機、沿革、サービス内容、対

型化したい。

象者、運営者、関係者、運営することによる効果、
今後の展望、おカネの流れや資源の投入などについ

２

研究方法

てである。

主に兵庫県内で居場所を運営する主催者の居場所

に出向き、ヒアリングを行った。

当初の計画では、10団体を想定していたが、スケ
ジュールなどの理由により、７団体に留めた。

ヒアリング団体は、第１に１名以上の雇用がある
団

体

名

訪問日

応

対

者

訪

問

先

株式会社 Happy

2017/08/22

首藤義敬

はっぴーの家ろっけん

NPO 法人たけのコム

2017/10/20

筧進、森川賢子、浜尚美

たけのパーク

yori cafe

2017/10/26

北村頼生

yori cafe

認定 NPO 法人ウィメンズネット・こうべ

2017/12/07

茂木美知子

WACCA

NPO 法人ふぉーらいふ

2018/02/02

中林和子、矢野良晃

フリースクール ForLife

認定 NPO 法人東灘地域助け合いネットワーク

2018/04/24

村山メイ子

東灘地域助け合いネットワーク事務所

NPO 法人花たば

2018/05/09

須見恭子、久恒貞江、宗近和義

コミュニティハウス花たば

表１

３

ヒアリングの概略

ヒアリング結果

ヒアリングの内容を要約して紹介する。表１はそ

れぞれのヒアリングの概略を示したものだ。

来事があった。１つ目は、認知症の祖父も含めた多
世代14名による実家でのシェア生活があったこと。
２つ目は、独居の高齢者と出会い、福祉と不動産が
連携できていない現状を知ったこと。この２つの出

３．１

株式会社Happy

Happyは新長田にてはっぴーの家ろっけん（以
下、はっぴーの家）、明石にてかなえ場などを運営
している。

来事から、福祉と不動産を掛け合わせた事業、高齢
者も子どもも含めた多世代がともに生活するまちづ
くりを構想するようになった。
はっぴーの家は45室のサービス付き高齢者向け住

Happyの代表である首藤氏は神戸市長田区の六間

宅であり、かなえ場は訪問看護ステーションであ

道商店街で生まれ育った。長田という地域性、また

る。はっぴーの家もかなえ場も福祉事業でありなが

親族が経営する会社の社宅に住んでいたため、子ど

ら、地域に大きく開かれている。

もの頃から「シェアする」ことが生活の一部になっ

かなえ場は、まちの公民館的な保健室を目指して

ていた。さまざまな仕事を経験する中で、２つの出

いる。リフォーム業者にリフォームを依頼するので
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はなく、延べ350名の地域住民とワークショップ式

であるエンドユーザーが事業所を選ぶことは少な

のDIYでリフォームを行った。地域住民はDIYに参

い。Happyは地域にファンを作ることで、そのファ

加することでかなえ場に親近感が湧き、３日前に

ンが代わりに営業（口コミ）をしてくれるため、エ

突然オープンすることを発表するものの、当日に

ンドユーザーが直接Happyを選んでくれるという流

は100名が来場した。その後も、バーカウンターを

れを作り出している。また、利用者に直接アプロー

作ったり、地域の学生によるアート作品を設置した

チできることで、それぞれの事業所のコミュニティ

り、地域住民がプロジェクターを持ち込み、映画会

を維持しやすくもなっている。

を開催したり、婚活イベントが開催されていたりす
る。
はっぴーの家のコンセプトは世界旅行である。１
階から６階まで、日本、アジア、アメリカなどとそ
れぞれテイストが決まっている。このアイディアも
地域住民のアンケートからもたらされた。まちの中
にある福祉施設のこれからのあり方を考えてもらう
ために、建築時に地域住民にアンケートを実施し
た。必要な施設について問うと、９割がエンター
テイメントだと答えた。「安心で安全で安価な」と
いったスペックではなく、残りの人生をより楽しめ
る環境で過ごしたいという希望であった。はっぴー
の家のオープン時は400名が来場した。その後も、
施設のキッチンを開放し地域住民や子どもたちと一
緒に食事を作ったり、入所する高齢者による人生相
談駄菓子付きコーナーなどキャッチーなイベントも
開催している。首藤氏は、はっぴーの家を「多世代
型の介護付きシェアハウス」と表現する。
首藤氏は、貨幣と非貨幣のハイブリッドを志向し
ており、特に福祉事業とコミュニティスペースの相
性がよいものだと考えている。コミュニティスペー
スの欠点は収入の確保であるため、福祉事業でそれ
をカバーしている。また、それぞれの事業所では、
福祉や介護などの看板をあえて大きく掲示しないこ
とで、福祉や介護に関心がない層も巻き込むことに
成功している。

３．２

NPO法人たけのコム

はっぴーの家やかなえ場の取り組みは大きく２つ

たけのコムは神戸市西区の西神ニュータウンの竹

の効果をHappyにもたらしている。第１に、人材採

の台地域で、たけのパーク（居場所づくりと貸し部

用の点である。介護業界は求人広告に膨大な費用を

屋業）
、桑の木幼稚園の給食事業、西神中央駅近く

かけている。それでも自社が望む人材を確保するこ

の駐輪場の指定管理などを運営している。たけのコ

とは難しい。Happyの求人広告費は直近４年間で０

ムは竹の台地域委員会（以下、地域委員会）の活動

円である。はっぴーの家の施設長はかなえ場で実

の延長線上で設立されており、表裏一体のものだと

施されたイベントに参加した方を採用した。また、

考えられている。組織や会計は別だが、理事などの

このようなつながりで入社した人材は、さまざま

構成員は同じである。たけのコムの有給スタッフ

なつながりを求め、自主的に動くひとであるため、

は、たけのパークでパートが５名、桑の木幼稚園で

Happyにとっての雇用の第一条件である「ひとが好

は13名、駐輪場で20名ほどである。たけのパークの

き」を必ずクリアしている。第２に、営業コストの

スタッフは調理が主なので全員が女性である。たけ

点である。介護業界は一般的にケアマネジャーが利

のコムは、地域委員会の活動を通じて竹の台の地域

用者を事業所に紹介するという流れである。利用者

住民には馴染みがあるため、スタッフの９割くらい
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を竹の台の在住者から雇用できている。森川氏は、

居高齢者を対象とするおせち料理などである。収支

居場所を運営するひとはどうすれば客さんが来てく

は、それぞれの事業のトータルで成り立てばよいと

れるのかと考えるが、それと同じくらい働くひとの

考えている。

居心地が大事であると考えている。

たけのパークができたことで、以前と比べて、ひ

西神ニュータウンができたときに、神戸市みなと

との交流が増え、地域の情報が住民間に行き交うよ

総局が住民の交流拠点としてそれぞれの地域に集会

うになり、その結果、住民の困りごとや意見が地域

所を整備した。当時、たけのプラザ集会所は神戸市

委員会に届くようになった。また、地域委員会の総

が運営していたが、業者との契約で大きな費用がか

会に、以前は半分も参加しなかったが、最近はほと

かっていた上、利用の手続きが複雑であるといった

んどが参加してくれるようになった。それ以外に

理由で稼働率は低かった。平成21（2009）年の兵庫

も、子どもの通学路の見守り活動で、子どもだけで

県県民交流広場事業でたけのプラザ集会所の一室に

はなく、通勤者が挨拶してくれるようになった。た

厨房を設置し、たけのパークという愛称を付けた。

けのパークについても、たけのコムが委託を受ける

ほかに必要な備品等は、兵庫県のコミュニティ・ビ

前の稼働率は１割５分だったが、いまは５割から６

ジネス離陸応援事業の補助金を用いた。地域委員会

割と増加している。

がこのような決断を行った理由は、竹の台では喫茶
店が潰れてしまったこと、また地域福祉センターは
利用者が固定化していたため、地域住民が気軽に利
用できる施設がなかったからである。そこで、たけ
のプラザを住民が交流できる施設として位置付け直
し、平成22（2010）年から住民自身がたけのパーク
を運営している。
たけのパークでは毎日20食の日替わりランチやカ
フェ、３Ｂ体操やヨガ教室、デザインワークショッ
プなどを実施している。ランチはたけのコムのス
タッフが調理するが、そのほかの講座やイベントは
それぞれの講師が運営する。受講料はそれぞれだ
が、概ね２割がたけのコムに残るようにしている。
たけのパークでは駄菓子も販売しており、地域の子
どもたちが遊びに来たり、大人と話に来たりする。
公園に遊びに行ったあとに少し涼む程度に立ち寄る
子どももいれば、親が子どもを迎えに来ることもあ
る。ランチは中高年が多く、ふらっと立ち寄るサラ
リーマンや地域のお母さんが児童館の帰りに寄るこ
ともある。
たけのコムの平成28（2016）年度の収入は3,825
万円、平成29（2017）年度は6,000万円ほどになる
と想定している。最も大きな支出は人件費であり、
食材費も大きい。たけのパークの家賃はかかってい
ない。みなと総局、OMこうべ、たけのコムでの三
者協定を交しており、施設は無償貸与で家賃はか
かっていないが、施設の維持管理にかかる費用はす

３．３

yori cafe

代表の北村氏は子どものことにこ れ ま で 長 く

べてたけのコムが負担している。運営に関して補助

関わってきた。大学卒業後、百貨店勤務を経て、

金や助成金は受けていない。たけのパークのランチ

NPO法人ブレーンヒューマニティー（以下、BH）

や講座の収支は拮抗した状態で推移しており、ほか

へ転職する。その10年後に、同じ子どもに関わる方

の事業で補填している。桑の木幼稚園の給食事業、

法でも、特に子ども時代に重要な要因であるママと

地域で開催される行事へのお弁当の仕出し、主に独

いうファクターとも関わっていきたいと考え、独立
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した。また、BHは子どもにとっての非日常として

出すと、親子はyori cafeに入ってこられなくなる。

キャンプなどを実施しているが、ママと子どもの日

ママがほっとしながら過ごせて、子どもが生き生き

常にどっぷりとつかることをやりたいという思いも

できる場所を作り、その上でyori cafeを体験事業の

あった。BHを通じてママカフェに関する仕事をし

入り口にしたいと考えている。実際に、北村氏は、

たことがあり、その経験から親子カフェを軸に広げ

yori cafe以外にも、キャンプKANSAI（体験事業を

ていくということを考えついた。そこで、創業前に

行う４つのNPOによるポータルサイト）やTEMIL

カフェ周りを行い、西宮にはいくつかの親子カフェ

（三田のキャンプ場）の運営にも携わっている。つ

があるものの、お子様ランチは冷凍食品などが多

まり、親子カフェだけではなく、ほかの事業を掛け

く、ママのついでに子どもの料理が提供されている

算するという考え方である。カフェ自体は居場所で

のではないかという仮説を立てた。

ある。しかし、居場所には広がりに限界がある。か

yori cafeは平成27（2015）年に設立された。西宮
市の門戸厄神駅の近くにあり、親子カフェに分類さ

といって、カフェがないと地域の親子とつながる
きっかけを作ることができないのである。

れる。ママが子どものために制限されるのではな
く、子育ても仕事も体験もやってほしいという思い
で運営されている。また、子育てひろばなど、ママ
と乳幼児に限定された閉じられた場を志向するので
はなく、もう少し普通のカフェとして位置付けてい
る。子育てひろばがママ同士のネットワークを作る
機能を提供しているとすると、yori cafeは親子同士
が緩くつながることを意識している。
yori cafeは昼間が完全予約制で、席数は16席であ
る。ランチは予約分しか作らないので、ロスはゼロ
になる。ロスがないということは原価率が低いとい
うことである。また、ランチ以外にも誕生日会やハ
ロウィンパーティーなどママによる貸し切り需要も
ある。ほかにも、ネイルやカレンダー作りなどのイ
ベントも定期的に開催している。さらに、什器・お
もちゃ・空間などにこだわりや配慮があること、い
つでもブログのWebフォームから予約ができ、急
なキャンセルも可能であることなど、子育て中のマ
マのニーズを的確に捉えたことで、口コミで広が
り、予約は約１ヶ月先まで埋まっている。利用客は
神戸、大阪、京都などかなり遠方からも来ており、
yori cafeのような親子カフェは希少な存在であるこ
とがわかる。有給スタッフは北村氏のみ、無償のボ
ランティアが週２名いる。北村氏が物件を購入した
ので、毎月の家賃は発生していない。
北村氏は、yori cafeは表向きがカフェではあるが、

３．
４ 認定NPO法人ウィメンズネット・こうべ

yori cafeで関わる親子を体験事業につなげていきた

ウィメンズネット・こうべはDV被害者支援を中

いという目標を持っている。北村氏は、
「キャンプ

心に活動しており、電話相談、面接相談、離婚後

に全く興味がないマダムが、翌週にキャンプに行っ

のシングルマザーの支援、DVシェルター、デート

ているみたいなイメージを作っていきたい」
「カ

DV防止事業などを行っている。そのうちの事業の

フェにふらっと来て、それでいつの間にか夏には米

ひとつが、WACCA（Women And Children CAre

作りを体験している感じがいいなと。子育てひろば

center）という居場所である。

ではない雰囲気、企業の親子カフェでもない雰囲

ウィメンズネット・こうべは平成４（1992）年に

気」だと表現する。サロンやキャンプを全面に押し

発足した。当時はフェミニズムなどが取り上げられ
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始めた時代であり、女性学をみんなで学ぶというこ

アコンサルタントやカウンセラーによる個別相談も

とから始まった。女性たちが自由に出入りできる場

用意されている。

所、居場所の先駆けとも言える「女たちの家」を

茂木氏は、
「居場所はそこで間口を広げて、来て

作るという準備も行っていた。その矢先、平成７

もらう場所でもあるし、ここから出ていく場所でも

（1995）年に阪神・淡路大震災が発生し、とりあえ

あると思う。
（略）いつでも戻ってきてもいいよと

ず電話相談を試みることになった。阪神・淡路大震

いう場所でもある」と語る。WACCAで生活を取り

災では家族の絆や助け合う家族がクローズアップさ

戻す中でシングルマザーが資格を取得できたり、就

れていたが、そのような家族ばかりではなく、DV

職できたり、また就職するものの人間関係に悩ん

の問題に関する相談の電話が相次いだ。それから

でいたが、その解決を図れたりする。また、子ど

ウィメンズネット・こうべは暴力に関する問題にシ

もたちは学習支援を通じて学習の習慣を身につけ、

フトしていき、DVに関する学習会や自助グループ

そこで出会う大人のボランティアと交流ができる。

などの活動を展開していくことになった。

WACCAはウィメンズネット・こうべにも便益を生

WACCAは神戸市の新長田にて平成25（2013）年

み出している。ウィメンズネット・こうべの事業の

10月に開設された。兵庫県内でチャリティーショッ

性格上、特にDVシェルターはその利用者の様子を

プを運営するNPO法人フリーヘルプから、DVシェ

広報できないという大きなボトルネックがある。し

ルターに入居するひと向けにこれまで衣類を提供

かし、WACCAができたことで認知度が高くなり、

してもらっていた。その関係性の中で、DVシェル

寄付が増えてきている。

ターを出た後の生活再建がより困難であるという当
事者の話を聞いて、女性や子どもたちが安心して来
ることができる場所の必要性が議論された。茂木氏
は、
「実家のように戻って来られる場所があったら
いい」と述べる。また、フリーヘルプもある特定の
社会問題の解決を支援するテーマ型のチャリティー
ショップを開設したいという意向を持っており、両
者の意向が合致した。ウィメンズネット・こうべが
WACCAを運営し、フリーヘルプが財政面で支援
するという協働事業が始まった。フリーヘルプは
WACCAの近くに新しい店舗をオープンし、来店者
は購入額の一部をWACCAに寄付する。WACCAは
その寄付を主に家賃や水道光熱費に使っている。ば
らつきはあるが、毎月約10万円の寄付がある。
WACCAのコンセプトを、茂木氏は「生活で疲れ
た感じじゃない場所にしたい」と表現する。ガチャ
ガチャしてはいるが、白を基調にし、小綺麗な場所
として運営されている。WACCAは大きく４つのタ
イムスケジュールで運営されている。午前は、利用
者の就労準備支援を目的に、フリーヘルプで販売す
る衣類のアイロンがけ。午後は、ホットカフェやヨ
ガなどのプログラムである。また、全くプログラム
を用意せず、みんなで話すだけの日もある。夕方は
学習支援であり、小学生17名、中学生23名が学んで
いる。また、子どもだけではなく、シングルマザー
が高卒認定試験や資格を取得するための勉強のサ

３．５

NPO法人ふぉーらいふ

ポートも行っている。土日は、シングルマザーの会

ふ ぉ ー ら い ふ は、 フ リ ー ス ク ー ルForLife事 業

があり、シングルマザーズカフェとして学びと語り

（以下、フリースクールとする）、発達障害の子ども

合いがある。これらのプログラム以外にも、キャリ

を支援する事業、相談事業、連携事業などと大きく
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分かれている。

フリースクールに通う多くの子どもは自分への自信

ふぉーらいふは、中林氏が広域通信制の高校で勤

をなくしている。地域交流を軸にしたカリキュラム

めていたことから始まる。その高校は阪神・淡路大

を通じて、子どもたちの自信を回復させ、それが子

震災とともに閉校してしまうが、そのときに中林氏

どもたちの多様な生き方につながっている。矢野氏

は冬夏舎（現、神戸フリースクール）と出会う。そ

は、
「例えば、高校なら一定の偏差値で輪切りに進

こで短い期間だが勤めた。冬夏舎が明石から神戸に

学先や卒業生でかなり似通っている。ふぉーらいふ

移転することを機に、垂水区の自宅を開放する形

は（筆者注）小学校の同級会のようにバラバラな

で、平成９（1997）年にふぉーらいふを設立、平成

感じ。多様だ」と表現する。また、中林氏は、
「こ

10（1998）年４月にフリースクールを開校した。５

こ（筆者注：ふぉーらいふ）はマイナスからの出発

年後、中林氏の自宅からフリースクール専用の一軒

であり、子ども自身が自分に負をつけている。マイ

家に引っ越しした。

ナス思考だったり、生きていてよいのかと思ってい

フリースクールは、小学生から中学生が属する初

たり。その段階からリスタートまでもっていく。そ

等中等部、それ以上の年齢の子どもが属する高等部

れが、今までのフリースクールの役割だったのだろ

に分かれている。通学者は、初等中等部が５名、高

う」と指摘する。一方で、これからは「ゼロからの

等部が５名である。初等中等部と高等部ではニーズ

スタートも応援していきたい」と述べており、フ

が異なり、高等部に属する子どもは高卒の認定免許

リースクールの卒業生や自信を回復した子どもたち

がほしいという明確な目標がある。通学者の居住地

との協働事業も検討されている。

は、フリースクールがある垂水区に一定数である
が、神戸市内外からも通学している。子どもは男の
子のほうが多いが、年度によっては女の子が多いこ
ともある。また、子どもたちはフリースクールと自
宅を往復するだけではなく、塾に行っていたり、時
に学校に通学することもある。フリースクールへの
最初の問い合わせは、子どもたちの親からの相談が
多いが、この数年は子ども自身がスマホで調べて、
やってくることもある。そのため、ふぉーらいふ
は、ホームページ、ブログ、Twitter、Facebook、
YouTubeなどネットの広報を中心にしている。有
給スタッフは３名、常勤は１名、非常勤は２名であ
る。無償ボランティアが８名いる。ふぉーらいふは
主に家庭からの学費の負担（現在33,000円）と寄付
で成り立っている。寄付は年間100万円ほど、ほか
にも、委託事業や助成金などで100万円から200万円
ほどの収入がある。
カリキュラムは地域交流を軸にしており、体験活
動をベースに子どもが地域につながる機会を設けて
いる。そのため、社会福祉協議会や地域団体とのつ
ながりを大事にしている。例えば、社会福祉協議会
が紹介した区民スポーツの会では、子どもたちが
ブースを出店している。何をいくらどれだけ販売す
るのか、その売上で何を買うのかなどを子どもたち
が自分たちで話し合い、決定し、実践する。フリー
スクールのスタッフはそれを見守り、フォローす

３．６

認定NPO法人東灘地域助け合いネットワーク

る。スタッフはボランティアを含め、どのような点

東灘地域助け合いネットワーク（以下、助け合

を大事にするのか、専門家を交えた研修やケースカ

いNW）は、生活支援、カルチャー、子どもカル

ンファレンスを通じて子どもたちと接している。

チャー、みんなの居場所、リサイクルショップなど
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を運営している。受託事業としては、駐輪場の指定

ポーターと呼んでいる。サポーターはいわゆる有償

管理、地域拠点型一般介護予防、住民主体訪問サー

ボランティアであり、一律１時間300円が支払われ

ビスなどがある。高齢者や障害者、子どもを分断的

る。平成28（2016）年度は383名（重複あり）が活

にケアするのではなく、０歳～100歳までの包括的

動した。新しいボランティア希望者を基本的には来

な地域福祉を目指している。

るものを拒まず、で受け入れている。サポーターと

助け合いNWは、平成７（1995）年に阪神・淡路

は別に有給スタッフが10名いる。

大震災の震災ボランティアの活動からスタートし

助け合いNWは数多くの事業を居場所に連結させ

た。しかし、阪神・淡路大震災の支援が落ち着き始

ながら、集合的に事業を展開している。黒字の事業

めた平成11（1999）年に活動を休止することが議

は放課後等デイサービス、一般介護予防事業、リサ

論される。そのときに前任者は全員やめ、平成12

イクルショップであるが、赤字の事業も多くある。

（2000）年４月に安井氏・村山氏が中心となりゼロ

それでも、毎月の225,000円という高額の家賃をカ

から再出発する。
その当時から居場所の重要性を感じ、すべての事

バーできている（放課後等デイサービスは別の場所
にあり、この数字には含まれていない）
。

業が居場所的な要素を持っている。日常生活支援

村山氏は「ここ（筆者注：助け合いNW）に来た人

は、介護保険では対応できない制度外サービスを実

には、利用するだけではなく、担い手になってほし

施している。利用者は基本的に１時間1,200円を支

いと必ず言っている」。助け合いNWが20年以上に

払い、サポーターに７割の840円を支払う。平成29

わたって継続できた理由は、住民参加型だからとい

（2017）年度はのべ1,260名ほどにサービスを提供し

う認識がある。利用者同士がつながることを意図的

た。さわやかカルチャーは、助け合いNWが運営す

に作っているわけではないが、同じ空間に高齢者、

る一連の講座やセミナーである。手話カフェ、フラ

障害者、子どもがいることでその関係性が生まれ

ダンス、絵手紙、囲碁将棋、歌声カフェなど多様な

る。「ここに来たおかげで友だちがいっぱい増えて、

プログラムがある。その多くは１回200円から500円
の参加費を徴収し、講師に1,000円の謝金を支払う。
子どもカルチャーは、上記のさわやかカルチャーの
子ども向けである。習字、そろばん、英語などがあ
る。現在最も伸びている事業であり、子どもの登録
は409名である。みんなの居場所ふらりカフェはプ
ログラムに参加したいわけではないが、居場所に
いたいというひと向けの事業である。子どもカル
チャーに子どもを預けている間に、お母さんたちが
お茶を飲んで交流することもある。ふれあい昼食
会も実施されている。１食500円で、主に女性のサ
ポーターによって毎日30食から40食が提供されてい
る。さらに、助け合いNWの事務所前ではバザーも
行われている。平成28（2016）年度は992名から不
用品を寄付してもらい、8,060人が購入した。これ
らを積み上げると、年間の利用者数は平成29（2017）
年度でのべ29,650人にもなる（バザーの利用者は
除く）
。この要因は２点ある。第１に、ひとつのス
ペースが、午前は親子・高齢者、午後も高齢者、夕
方は子どもといったように、１日３回転で使われて
いるといった場所の有効活用である。第２に、リサ
イクルショップで購入してくれたひとが、自分の不
用品を寄付してくれ、さらに孫を英語に通わせたり
と利用者が循環していることである。
助け合いNWでは、ボランティアと呼ばずに、サ
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『本当にありがとう』といつもみなさんから言われ
る」と村山氏は述懐する。

３．７

NPO法人花たば

えている。また、ボランティアもろっこう医療生協

花たばは、高齢者共同住宅であるコミュニティハ

に関わる組合員が多い。その属性としては、定年退

ウス花たば（以下、コミュニティハウス）
、お茶処

職し、年金をもらいながら、ちょっとした小遣いで

花たば、花たばネット（介護保険の制度外サービ

働いているシニアが多い。ボランティアは約70名で

ス。ゴミ出しサポートなど）などを運営している。

あり、全員が有償ボランティアであり、無償ボラン

花たばは、平成16（2004）年６月に11名によって

ティアはいない。最低賃金を上回る有給スタッフは

設立され、10月にNPO法人として認証された。ろっ
こう医療生活協同組合（以下、ろっこう医療生協）

９名おり、うち３名が常勤スタッフである。
管理人を務めながら（平成30（2018）年８月現在

が保有する土地の売却の話が持ち上がった時に、何

は管理人を辞し、生活支援コーディネーターを務め

かに使えるかもしれないという話し合いを行った。

る）自身も入居する宗近氏は、コミュニティハウス

その際に、ろっこう医療生協の理事も務める須見氏

の特徴を「元気なひとも入れること、活動の場がい

が中心となり、高齢者の家をつくりたいということ

ろいろあること。はじめてのこともやらせてもらっ

で活動を始めた。このときすでに高齢者の生活を支

ている。成長の要因になっている」と言う。須見氏

えるためには介護保険だけでは不十分であり、助け

も「ここ（筆者注：花たば）で友だちを作って、カ

合いや居場所が必要だという認識があった。須見氏

メラサークルに入ったり、編み物したり。私たちが

は、デンマーク在住のブンゴード孝子氏との出会い

知らないうちに友だちができている」と語る。花た

により、お金でサービスを購入するのではなく、高

ばは、生き方を中心に捉えている。すべてのサービ

齢であってもそのひとができることは自分でやって

スをしてほしいというひとにはほかの施設を紹介し

もらう、つまり残存能力を生かすという発想をコ

ている。そのひとの希望が叶う限りは、お世話では

ミュニティハウスの立ち上げ時にも生かしている。

なく、支援するという一貫した姿勢がある。そし

コミュニティハウスは平成20（2008）年12月に竣

て、その支援を担うシニア自身の生きがいにもつな

工した。阪急王子公園駅まで徒歩２分という好立地

がっている。

にある。コミュニティハウスはサービス付き高齢者
向け住宅ではなく、あくまで共同住宅である。共同
住宅という名前のとおり、班会（自治会）、夕食会、
映画会など居場所的な要素を持っている。また、お
茶処花たばでは、100円コーヒーと昼食も提供され
ており、喫茶の空き時間には篠笛、キーボード、編
み物などの講習が地域向けにも行われている。コ
ミュニティハウスの土地はろっこう医療生協が花た
ばに貸しているが、コミュニティハウスの１階の集
会所は逆に花たばからろっこう医療生協に貸してい
る。そのため、１階の集会所では、ろっこう医療生
協で活動する50以上のサークルが利用している。コ
ミュニティハウスには、介護度が低いひとから要介
護度が高いひとまで、さまざまなひとが入居してい
る。花たばでは介護サービスを提供せずに、外部の
訪問介護・看護を入れており、ろっこう医療生協の
ケアマネジャーとも連携している。あくまでコミュ
ニティハウスは自宅であるという位置付けであるか
らだ。管理人は９時から17時まで男女ふたりでシフ
トを組むことになっており、毎日入居者の様子を確
認している。夜間はろっこう医療生協の灘診療所が
担当している。
花たばの正会員や理事のほとんどがろっこう医療
生協の組合員でもある。現在、会員数は300名を超
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４

考察

４．３

組織連携型

ヒアリングを元に居場所を経済的に持続させるた

組織連携型は、居場所を自団体のみで運営できな

めのビジネスモデルを類型化した。資源転換型、相

い、もしくは他団体と連携するほうがよりメリット

乗効果型、組織連携型の３つである。このような類

があるという場合に選択されるモデルである。資

型化はできるものの、それぞれの団体はこれらのビ

金、人材、ネットワークなどを他団体と共有するこ

ジネスモデルを複合的に有していることもある。

とで居場所をより適切に運営している。ウィメンズ

次に、それぞれのビジネスモデルの特徴を詳述す
る。

ネット・こうべが運営するWACCA、花たばが当て
はまる。WACCAはチャリティーショップを運営す
るフリーヘルプとの協働事業である。WACCAの受

４．１

資源転換型

益者であるシングルマザーやDV被害者は金銭的お

資源転換型は、地域の資源を再発見・再活用した

よび時間的な負荷に非常にシビアであるため、ほか

り、居場所で得た新たな資源を収益化したりするも

のモデルを採用することができない。しかし、フ

のである。ヒアリング団体では、たけのコム、助け

リーヘルプがチャリティーショップを通じて資金的

合いNWが該当する。たけのコムは、竹の台地域委

支援を行うことでWACCAを継続的に運営すること

員会という地域団体の知名度を用いながら、地域で

ができている。また、花たばはその設立経緯からも

働きたいというひとのニーズを元に新たな雇用の場

ろっこう医療生協との連携が非常に強い。しかし、

を創出している。また、たけのパークの活動を通じ

あくまで別団体として運営することで、経営の自主

て、限られた時間内に多人数の料理をつくるという

性を確保している。

新たなノウハウを得て、それが桑の木幼稚園の給食
事業につながっている。助け合いNWでは、受益者
である地域住民が、サポーターとして提供者側に転
換される仕組みがある。これは、花たばも実践して

５

結論と今後

このように居場所は経済的には成り立ちにくいも

いる。つまり、資源転換型は、受益者を受益者とし

のの、７団体からのヒアリングを元に居場所を経済

て固定せずに、提供者側に転換するモデルであると

的に持続させるための３つのビジネスモデルを描き

も言える。また、ふぉーらいふも今後このモデルを

出した。

取り組むことを検討している。

この３つのビジネスモデルから導き出されるイン
プリケーションを述べたい。第１に、サービスを

４．２

相乗効果型

「提供される」受益者とサービスを「提供する」提

相乗効果型は、居場所だけが主たる目的ではな

供者という関係性に固定せずに、受益者を主体性と

く、ほかの目的も達成するという相乗効果を狙っ

資源を持つ潜在的提供者と見なすことが大事であ

ているものである。Happyやyori cafe、部分的には

る。第２に、居場所を有することで得られるノウハ

ふぉーらいふが当てはまる。Happyは多世代型の介

ウを生かして、次の事業に展開するという視点が必

護付きシェアハウスが事業であり、収益源でもある

要である。また、自明の理ではあるが、自団体に

が、居場所的な機能を組み込むことで、人材採用

とってのターゲットとするひとたちが居場所には集

や営業コストの低減につなげている。yori cafeはカ

まる。そのターゲットに対して、居場所とは別の

フェが大きな収益源ではあるが、それは親子に体

サービスを提供することを検討するべきであろう。

験活動を提案するための入り口である。居場所は事

第３に、居場所の利用者のステークホルダーを俯瞰

業ポートフォリオのひとつを構成しているに過ぎな

することで、そのステークホルダーの資源を活用す

い。そして、ふぉーらいふもある程度当てはまる。

るという観点も忘れてはならない。利用者である受

学校には通学しづらいが、単位を取得したいという

益者本人のステークホルダーが、居場所を通じて間

子どもには、最近では通信制や定時制などさまざま

接的な便益を得ていることがある。

な選択肢がある。しかし、その中でふぉーらいふが

最後に、残された研究課題を２点挙げておきた

選択される理由は、子どもにとっての居場所という

い。第１に、これらのヒアリング団体はそれぞれ独

魅力であろう。その機能が子どもやその親をふぉー

特なエコシステムを形成しており、これから居場所

らいふに惹きつけている。

を立ち上げたいというひとがそのままこのモデルを
応用できるのかという疑問は残る。これらのモデル
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から抽出できるノウハウを伝授するために、居場所
を立ち上げ、軌道に乗るまでの一貫的な経営支援が
必要であろう。そのためのノウハウやネットワーク
は今後ますます重要になってくる。第２に、当研究
では７つの団体のヒアリングを行ったが、全体的に
都市部の団体が多かった。中山間地域や地方におけ
る居場所のビジネスモデルは描き切れなかった。そ
れらの地域では地縁や血縁がまだ残っており、都市
部の居場所のような事業はあまり必要とされていな
いかもしれないが、都市部とは異なった目的や機能
を持つ居場所が必要とされている可能性は大いにあ
る。実際に、居場所を交流の場としてだけ位置づけ
るのではなく、地域団体が主体となり、企業や行政
がニーズの減少によって撤退してしまったサービス
を住民主体で提供する取り組みが徐々に増えつつあ
る。それは、地域の特産品を加工もしくは販売する
ことなどによって収入を得ながら、地域づくりを行
う小規模多機能自治につながる取り組みでもある。
＜ひょうご居場所研究会：研究メンバー＞
小嶋新、人羅亜矢子、中山光子、李貫一、二宮毅
行、前川裕司
［付記］
本研究は、兵庫自治学会グループ研究応援事業と
して実施したものです。
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