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高専卒業後、2年間海外放浪
富 青

1988
富山YMCAで青少年・野外教育
（1990～1997年）

富山より横浜へ転居（1998年）1998

1988

●個人事業として自宅で開業（2002）
●まちづくりフォーラム港南メンバーに

（上大岡交流交差点・ころBOXなど）

2002

（上大岡交流交差点 ころBOXなど）

●株式会社イータウン設立（2004.7）

●港南台タウンカフ 開設（2005）
2005

●港南台タウンカフェ開設（2005）
●よこはまCBsmiles（コミュニティビジネス支援事業）

事業責任者（2007-2009）
●広域関東圏ＣＢ推進協議会幹事（2008 4）2008 ●広域関東圏ＣＢ推進協議会幹事（2008.4）
●経産省コミュニティビジネスノウハウ移転事業（2008-09）
●町田市コミュニティビジネス啓発事業（2010年～）

●横浜市ソーシャルビジネス相談事業・現場視察会事業
（2010～）



くらしまちづくりネットワ ク横浜 代表くらしまちづくりネットワーク横浜 代表

3.11震災後、横浜市内の約15のNPOなどが集まってできたネットワー
ク団体 主に岩手県大槌町への訪問（毎月1回程度）や 横浜でのおク団体。主に岩手県大槌町への訪問（毎月1回程度）や、横浜でのお
茶っこサロン（居場所）、情報交流などを行っています。



港南台タウンカフ の運営

株式会社イータウンの取り組み

港南台タウンカフェの運営

アンテナショップ kura-cafe

2013.10.23グランドオープン

Kura-café（横浜市鶴見区）



アンテナシ ップ「k f 」の運営

株式会社イータウンの取り組み

アンテナショップ「kura-cafe」の運営

アンテナショップ kura-cafe

2013.10.23グランドオープン

Kura-café（横浜市鶴見区）



企業や事業者の情報デザイン

企業や事業者 商店 自治体 NPOなどの

企業や事業者の情報デザイン

企業や事業者、商店、自治体、NPOなどの
CIデザイン、制作物、名刺、看板、
広報誌企画編集など



自己紹介 株式会社イータウン代表取締役自己紹介 株式会社イ タウン代表取締役

株式会社イータウンの取り組み

まちづくりのお手伝いや応援まちづくりのお手伝いや応援
～ソーシャルビジネスやコミュニティカフェ支援

ソーシャルビジネスノウ
ハウ移転事業

ソーシャルビジネス起業家

セミナ や現場視察会ハウ移転事業 セミナーや現場視察会



自己紹介 株式会社イータウン代表取締役自己紹介 株式会社イ タウン代表取締役

横浜港南地域情報サイトe-townの運営や、

港南台タウンカフェの運営を行っています港南台タウンカフェの運営を行っています。

人や地域との関わりの「きっかけづくり」のお手伝いをしたいという
想いから コミ テ カフ （ソ シ ルビジネス）とデザインを想いから、コミュニティカフェ（ソーシャルビジネス）とデザインを
活用したまちづくりの実践と応援をしています。

コミュニティビジネスの関わり方コミュ ティビジネスの関わり方

コミュニティビジネスにはいろんな関わりコミュニティビジネスにはいろんな関わり
方があります！
あなたはどんな関わり方ができますかあなたはどんな関わり方ができますか？

●経営者？●経営者？
●仕事（職業）？
●会員 サポ タ●会員・サポーター？
●ボランティア●ボランティア
●支援者・プロボノ
ＥｔＥｔｃ



港南台タウンカフェDVD港南台タウンカフェDVD

港南台タウンカフェの事業港南台タウンカフェの事業

●2005年10月に開設 ●22坪の小さな拠点

カフェサロン 小箱ショップ ギャラリー 貸しスペース 情報発信 港南台テント村などカフェサロン、小箱ショップ、ギャラリ 、貸しスペ ス、情報発信、港南台テント村など

カフェサロン まちの情報 交流イベント



実は、まちの事務局なのです！
域 デ ネ 域情報 信地域コーディネイトや地域情報発信

誰でもぶらっと立ち寄れるカフェを活用した

まちづくりプロジェクトをやっている

地域の交流拠点なのです！

タウンカフェの運営



港南台タウンカフェの運営体制港南台タウンカフェの運営体制

運営スタッフ・ボランティア



運営スタッフ運営スタッフ

有償スタッフ有償スタッフ

10名

ボランティア

約20名

運営スタッフ運営スタッフ

イベント運営や編集委員、お手伝いさんなど

約40名



ボランティアやスタッフの関わりボランティアやスタッフの関わり

・自分の楽しみ
・自分の居場所
・やりがいや達成感やりがいや達成感
・学びの場

港南台タウンカフェの取り組み！港南台タウンカフェの取り組み！

•誰かに言われたから ではなく誰かに言われたから、ではなく、

•地域社会に、つながりを生み出し、

•価値ある活動がさらによくなるように、、、

•そういった取り組みや活かし合える場が必要だと
感じた人たちが自主的な取り組みとして運営して
います。

•そのために必要な、そのために必要な、

•人や組織、場、事業、情報、ネットワークは、

•用意されるものではなく、

知恵を出し合い 育みあい 悩み 考え 相談し•知恵を出し合い、育みあい、悩み・考え・相談し、

•試行錯誤しながら一つずつ積み重ねていく。

•それが港南台タウンカフェの活動です。



●タウンカフェ７つのポイント



vol：01vol 01
市民発意であること

まちづくりフォーラム港南の動きまちづくりフォ ラム港南の動き



斉藤の活動斉藤の活動

たくさんのヒトの想いや、コトの価値を伝えたい

事業・活動の発展プロセス
想いをカタチにするために想いをカタチにするために



vol：02vol 02
誰でもふらりと立ち寄れる

港南台タウンカフェへようこそ！港南台タウンカフェへようこそ！

誰でも入りやすいようなエントランス誰でも入りやすいようなエントランス
開放的＋情報誌や小箱ショップで間が持てる仕掛け



いつでも誰でも気軽に立ち寄れる
まちの中の居場所＋交流機能まちの中の居場所＋交流機能

vol：03
連携
ネットワ クが育まれづづけるネットワークが育まれづづける



タウンカフェのネットワークタウンカフェのネットワ ク
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vol：04vol 04
向き合う関係から、同じ方向へ



同じ方向を向ける関係づくり同じ方向を向ける関係づくり

箱 小箱利用料ア タウンカフ の運営を小箱利用料
値上げ

小箱利用料アッ
プ＝契約変更

タウンカフェの運営を
健全に！

一緒に街のことを考
える

市民レポート 取材する・される
える

レポーターで参加す
るるる

巻き込み機能巻き込み機能

例えば
キャンドルナイトの場合



タウンカフェに関わる人たちタウンカフェに関わる人たち

vol：05vol 05
ステップアップできる機能



小箱ショップからキャンドルナイトを
生み出す

小箱オーナーさんの交流の場でのつぶやきがきっかけで、

生み出す

地域交流イベントが生まれ発展していきました

625名の来場者。40名の運営スタッフ、40社の賛同
企業・団体という大規模なイベントに成長しました

人材発掘から育成へのステップ

夏休みインターンやゼミのヒアリングなどをきっかけに、

人材発掘から育成 のステップ

運営の中核を担うスタッフが生まれ育ちました



研修やミーティングなどの機会
港南台 ト村 意義や魅力は～港南台テント村の意義や魅力は？

参加者や
地域にとって

自分自身
にとって

居場所からステップアップできる場として居場所からステップアップできる場として



vol：06vol 06
自立した事業としての手法

コミュニティビジネスの難しさコミュ ティビジネスの難しさ

社会性 事業性社会性 事業性



事業活動図事業活動図

コミュニティカフェの運営コストコミュ ティカフェの運営コスト

新しい公共という考え方・・・
自主的な取り組みとして行う
公共空間の機能や公益的な活動・事業公共空間の機能や公益的な活動 事業
そのコスト負担は誰が行いますか？

・受益者負担
・事業委託・事業委託
・補助・助成金
・市民や企業の寄付会費・市民や企業の寄付会費



自立した事業運営手法自立した事業運営手法

2009年度実績ベース
補助金は全体の7%

年度実績

■収入 ■支出■収入 ■支出

vol：07vol 07
自然発生的な中間支援機関へ



地域をつなげたり、相互支援するような
中間支援的な動き中間支援的な動き

中間支援的な芽生えと動き中間支援的な芽生えと動き

●団体や事業者らのニーズや課題などを解決す

るために 一緒に考え・動く・つなげるるために、 緒に考え 動く つなげる

●情報が自然と集まってくる

●「支援」ではなく「相互支援」の意識

★気軽に相談できる市民専門家（弱い専門性）の

存在存在

・見学受け入れや現場視察会、セミナー講師、コミュニティビジネス・ソーシャ

ルビジネス支援事業（07年度～CBsmiles 10年度町田市CB普及事業） ノウルビジネス支援事業（07年度～CBsmiles、10年度町田市CB普及事業）、ノウ

ハウ移転（07年度経済産業省）など





港南台タウンカフェの取り組み！港南台タウンカフェの取り組み！

•誰かに言われたから ではなく誰かに言われたから、ではなく、

•地域社会に、つながりを生み出し、

•価値ある活動がさらによくなるように、、、

•そういった取り組みや活かし合える場が必要だと
感じた人たちが自主的な取り組みとして運営して
います。

•そのために必要な、そのために必要な、

•人や組織、場、事業、情報、ネットワークは、

•用意されるものではなく、

知恵を出し合い 育みあい 悩み 考え 相談し•知恵を出し合い、育みあい、悩み・考え・相談し、

•試行錯誤しながら一つずつ積み重ねていく。

•それが港南台タウンカフェの活動です。

事業・活動の発展プロセス
想いをカタチにするために想いをカタチにするために


