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『駒崎さん基調講演』 

 

（駒崎)ただ今，御紹介にあずかりかりましたＮＰＯ法人フローレンスの駒崎です。 

皆さんこんにちは。福山市は坂本竜馬好きの私にとっては，聖地みたいなところでして，本当に快く，嬉

しいなと思って参りました。今日は，「『社会を変える』を仕事にする」というようなテーマで男女共同参

画という内容も踏まえて，皆さんにお話したいなと思うのですけど，まず，皆さんがどのような思いを持

ってこちらに来られたのか，あるいはどのようなものを得て帰りたいなと思われているか，ということを

ちょっと教えていただきたいというふうに思いまして，お答えいただけますでしょうか？まずは，こちら

の若い男性の方いかがでしょうか？ 

（男性）僕も社会起業家に興味がありまして，何かできないかなとずっと考えておりました。実家がレス

トランをしておりまして，そのレストランを使って，何か社会に貢献することができないかと思っており，

参考にさせていただきたいなと思い，やって参りました。よろしくお願いします。 

（駒崎）いやあ，福山市民の方，素晴らしいですね。レストランで社会貢献をしたいというような方がい

らっしゃっています。 

（女性）今は仕事をしているのですが，社会とのかかわりを持ちたいとか役に立ちたいという気持ちがあ

るのですが，何をしたら良いのかなという，仕事をしながらでもできる何かがあるのかなぁと。駒崎さん

の記事を見て，病児保育とかですね，そういうちょっと視点を変えてできる何かあるのかなと思いまして，

参考にしたいと思いました。 

（駒崎）はい。非常に貢献意識の高い市民の方々ばかりで，いたく感激いたしました。そんな皆さんの，

是非何かしら少しでもためになるようなお話を頑張っていたしたいなというふうに思います。 

 

起業のきっかけ 

 まずですね，私，フローレンスというＮＰＯを立ち上げたきっかけをよく聞かれます。私，現在３０歳

でして，このＮＰＯをやろうというふうに思った時は２３歳だったのです。子どももいなければ，当時結

婚してすらいない，しかも男性が，なぜこの病児保育というものに取り組み始めたのか，ということをよ

く聞かれます。そのきっかけというのは非常にささいなことでした。 

 実は私の母がベビーシッターをしておりまして，その母からの１本の電話がきっかけだったのです。う
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ちの母は東京都の下町のおっかさんで，いつも元気でわいのわいの言って，典型的な下町のオカンなので

すけど，そのオカンが，その時の電話ではとても落ち込んだ声をしていたのです。「どうしたの」というふ

うに聞いたら，うちの母は落ち込んでこう言うのです。「実は私のお気に入りのお客さん，双子のママなの

だけれども，彼女が『もう今日で最後にしてください』ということをいきなり言い出したのよ」というふ

うに言うのです。うちの母は，自分が何かミスをしてしまって，この人の気分を害してしまったのかなと

思いまして，「私が何かしちゃいましたかね。お母さん」とその方に聞いたのだそうです。そしたら，その

方は首を横に振って，「いやいや，あなたはいままでこの双子の子どもたちの親代わりになってくれました。

本当，心から感謝しています。そういうことじゃなくて，私が会社を首になってしまったので，もうシッ

ターさんを頼む必要がなくなっただけなのです」と言われたそうなのです。うちの母は下町のオカンなの

で，プライバシーとかそういう概念はないので，「あなたみたいないい人がなんで」みたいなことを突っ込

んで聞いたのです。そうすると，その方は悲しそうに「実は，この子たちが熱を出しまして，それで，私

が行かせている保育園は３７度５分以上の子は預かってくれないのです。ですから私が会社を休んでこの

子を看病しました。双子だったのでお互いうつしあってしまって，長い間会社を休まざるを得ませんでし

た。そうしたら会社が激怒して，私は会社を首になってしまったのです」というふうにその方は言われた

のですね。その話を聞いて，私，非常に不思議な思いに駆られました。というのも，お子さんが熱を出す

というのは，当たり前のことでしょうし，親が看病してあげるというのも，恐らく当たり前のこと。当た

り前のことをして職を失う社会に自分は住んでいたのかということをその時初めて知ったのです。私の母

に「そんなね，熱が出たぐらいで預からないなんておかしいじゃない？お母さんプロなのだから預かって

あげなよ」なんてことを言ったら，「いやあ，あなたは分かってないけれども，行政がしているシッターサ

ービスもまたベビーシッター会社もこの病児保育はやれてないのよ。やっちゃ駄目っていうふうになって

いて，私はガイドラインに従っているし，なかなかできないのよ」と言うわけです。「じゃあ僕が小さかっ

た頃どうしていたの，お母さん？僕が小さかった頃ベビーシッターやる前だったから，自営業で頑張って

いたよね。その時に僕が熱を出した時に困らなかったの？」というふうに聞いたところ，うちの母はこう

言いました。「忘れたの？あんたには松永のおばちゃんがいたじゃないの」というふうに言うのですね。こ

れは松永のおばちゃんなのですけど，私は東京の下町生まれ下町育ちでして，下町には鳥小屋みたいな団

地がわんさかありまして，その団地の３階下に住んでいたのが松永のおばちゃんでした。彼女は，私が病

める時も健やかなる時も母に代わって預かってくれたお陰で，うちの母は何とか自営業として働けて，あ
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んまり豊かではない生活だったのですが，働いてくれたお陰で何とか養ってもらえて，学校にも行けた。

そんなようなある種の恩人，松永のおばちゃんが私にはいたわけです。そんな少年時代を過ごしまして，

いわば地域に育てられた自分がいました。しかし，今現在，古き良き温かきはずの下町ですら，もはや地

域の空洞化が始まってしまっていた。言葉を替えれば，すでに松永のおばちゃんはいなかったのです。子

育てに地域が肩を貸し手を差し伸べるような，そうした営みがもはや東京の中心では失われてしまってい

る。そういった状況を知り，非常に悲しい思いに駆られました。自分が生まれ育ってきた環境が徐々に徐々

にきそんされていっている。そんな感覚を強く受けまして，よし，これは何かしなきゃいけないのではな

いか。自分がこの問題を地域の力を使って解決せねばいけないのではないか。こんな思いを感じて，大学

卒業後，フリーターになってこのＮＰＯを立ち上げることになったのです。 

 

病児保育の実態とニーズの高さ 

 しかし，この病児保育というのは保育領域の中では最も社会的取組が遅れているというふうに言われて

いる領域でして，「保育の闇」なんていうニックネームがついている，そうした領域でした。そこに経験も

何もない，学生上がりの男性が飛び込んだものでしたので，非常に苦労がありました。特に，ずっと保育

園をやられているような方や，あるいは保育団体をやられているような，年かさの方には非常に怒られて

しまいました。「あなたみたいな子どもも産んだこともない，子育てもしたこともないような，昨日今日生

まれたお坊ちゃんが，何で私が４０年間できなかったことをできるって言うの？教えてちょうだい」なん

て言われたこともありましたくらいですね，なかなか手が回っていかなかった領域がこの病児保育でした。

病児保育は風邪や発熱など軽度の突発的な状況で子どもを預かってケアすることです。よく病児保育とい

うと，非常に重い慢性的な病気の子を預かっているのではないか，というふうに思われる方がいらっしゃ

いますが，実際そういった子は入院しますので，入院の手前，病気はそんなひどくないけれども，でも保

育園には行けない。そういった子を保育園に代わってお預かりするのがこの病児保育です。私は，よし，

この病児保育を解決しよう！と思ってフリーターになってやり始めた時に思ったのです。母はああ言って

いるけれども，本当にこれは多くの人が困っているのかな？ちゃんと調べなきゃというふうに思って，イ

ンターネットで病児保育のことを調べてみました。そうすると，こういったデータがあったのです。「仕事

と育児の両立で最も悩むことは何ですか？」という問いかけに対して，「子どもの病気で遅刻や欠勤をする

ことがあり，周囲に迷惑をかけてしまう」というふうに答えられた方がなんと７２％もいらっしゃったの
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です。更に，「必要を感じている育児支援制度は何ですか？」という問いかけに対して，「子どもの看護休

暇だ。看護するために休ませてほしい」と言われる方が９割弱もいらっしゃいました。また更に「保育園

に子どもを預けていて，不満に思うことは何ですか？」という問いかけに対しては，１位，「病気の時も何

とか預かってもらえないか」というような答えでした。そうです，いろんな資料を調べた結果，多くの人

がこの病児保育に困っている，ということが分かってきたのですね。なるほど，こんなに多くの人が困っ

ているのに行政は手をこまねいて見ているのかなということを調べてみたら，そうではなかったのです。

行政も行政でやれることはやっていました。それは例えば，保育園の横で病児を預かる施設を造っていた

りだとか，あるいは小児科の中で熱を出した子どもを預かるような施設があったり，あるいは行政が力を

入れている病児保育園みたいなものが立ち上がっていたり，そうした施設は実は各地にあったのです。な

るほど，こうやって施設があるのだったら，自分がわざわざこの病児保育に取り組まなくてもいいのでは

ないのか，なんてことは一瞬思ったのですけど，しかしながら，こうした行政がやっている公的な施設は

全国に約６００程度。この数は，実は全国の保育園が２万４千近くあるのですけど，それの２.数パーセン

トにすぎない数だったのです。あれ，おかしいなと思ったのです。というのも，さっきお見せした資料の

ように，多くの親御さんがこの病児保育問題に悩み，困っていた。だけれども，その熱を出した時に預か

るインフラ，施設というのは２.数パーセントにすぎない数しか全国でなかったのです。あれ，おかしいな。

何でだろう。もっと多くの人が困っているのだったら，もっと多くの施設があってもいいじゃないかとい

うふうに思ったのですけれども，答えは簡単だったのです。 

 

病時保育が増えない理由（補助金のジレンマ） 

こうした病児保育の施設というのは経済的に成り立たない。病児保育の施設の約９割が赤字っていう状

況でした。故に，病児保育をやりたいなというふうに思う小児科医の方，あるいは保育園の先生は結構い

らっしゃるにもかかわらず，じゃあ，自分がやろうというところまではいかないというような状況で，な

かなか広がっていかなかったのです。それで，なぜかな？と不思議に思いました。だって，厚生労働省か

らしっかりお金・補助金も出ている。それにもかかわらず，なぜ公的な病児保育の施設は成り立たないの

だろうかと不思議に思いました。よくよく調べてみたらこういうことだったのです。実は補助金をもらっ

ているが故に成り立たない，というような状況だったのです。つまり，良かれと思って出されているはず

の補助金が，なぜか現場の手足を縛っているという「補助金のジレンマ」というものがそこにありました。
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どういうことかといいますと，病児保育の施設をやろうと思った時に厚生労働省からお金が出ます。みな

さんの税金が補助金という形を変えて，病児保育の施設に落ちます。しかし，この補助金をもらうと，様々

な手かせ・足かせというのがついてきます。「保育士を置かなきゃいけない。看護師を置かな 

きゃいけない。平方メートル数いくつでなきゃいけない。うんぬんかんぬん」と。もちろんですね，保育

という子どもの命を預かる非常に尊いお仕事ですから事故があってはいけません。なので，適切な法がそ

れを取り囲むことは別に悪いことではありません。だけども，この手かせ・足かせというのが料金面にも

及んできているのです。どういうことかとい言いますと，病児保育の施設は利用者さんから２,０００円よ

り高く取っちゃいけませんよ，というようなことが，値段がお上に決められてしまうわけなのです。そう

すると，1日預かって２,０００円しか利用者からいただけないのです。広島ではどうだか分からないので

すけれども，東京では，ベビーシッター１時間頼むと大体１,５００円から２,０００円ぐらいなのですね。

そうすると，１日っていうと１０時間なので１日預けると１５,０００円ぐらい。まあちょっと高いですけ

どそんなもんなのですね。病児保育の施設は片一方で２,０００円。非常に安く預けられます。これは，預

ける方にしてみれば，とってもとってもとっても良いサービスですよね。安くて。だけれども，運営する

方にしてみれば２,０００円いただいてもなかなか運営できないわけです。そうするとですね，自然とじゃ

あ補助金に頼ろう，というふうになりますね。しかし補助金自体も年間６６０万円という金額でして，保

育士を頼んで看護師を頼んで家賃を払って光熱水費を払って事務経費を払ってうんぬんかんぬんというふ

うにしていくと，どんどんなくなっていって赤字になってしまうというようなカラクリだったのです。つ

まり，現場にとって良かれと思って作られているはずの制度が，なぜか現場の足を引っ張っているという

ような非常に逆説的な状況がそこにはありました。これらをひっくるめて，「補助金の逆説」「補助金のジ

レンマ」というような言い方がされますが，まさにそれの典型的な例がこの病児保育だったのです。皆さ

んも御存知のとおり，日本は補助金行政というのが当たり前になっております。「中央省庁が決めた政策を

地方の人たちやってくださいね。はい，これが補助金です。」いう形で地方に落とされて，それを粛々と地

方で行っていくというのがこの国のシステムです。しかし，時としてその地域の実状，現場の実状に合わ

ない制度というのが中央で施行されて，そのあおりを地方が，あるいは現場がくっているというのが悲し

い現状なわけです。病児保育はそれの端的な代表的な事例でした。 
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フローレンスの特徴（「非施設型」と「保険共済型」） 

さて，こういう状況になった時に私たちは考えました。どうしようか。病児保育の問題を解決したい。

だけれどもお上がやっている補助金の仕組みでは成り立たない。だから広がらない。解決できない。どう

したら良いだろうか？思った時に考えました。よし！自分たちでやろう。補助金をもらわずに，自分たち

で新しい仕組みを作り上げて，この問題を解決しようじゃないかというふうに思ったのです。それが今の

フローレンスの仕組みでして，特徴が二つあります。一つはこれまでの施設での取組ではなくて，「非施設

型」というような特徴が一つと，そして二つめはお金のいただき方を従来の 1 時間いくらという制度では

なくて，「保険共済型」の仕組みにしたことが特徴です。一つひとつ御説明いたします。 

まず，施設を持たないというのはどういうことかといいますと，私たちは地域の子育て家庭にあらかじ

め会員さんになっといてもらうのです。その会員さんが困ったよという時は，このようにフローレンスの

本部に御連絡いただきます。そのフローレンスの本部は，地域に子どもレスキュー隊という子育て経験が

あるベテランママたち，あるいは保育の経験があるような方々をネットワークしておきまして，この方々

が熱を出した子どもを助けに，レスキューに行きます。そして，お子さんをお母さんからバトンタッチし

まして，提携しているタクシー会社さんのタクシーに乗せていつもその子を診ているお医者さん，かかり

つけのお医者さんの元に搬送します。そしてお医者さんが診察をして，「これは，保育園は預からないかも

しれないけれど，預かって大丈夫だよ」というふうにＯＫを出してくれたら，今度は地域の子どもレスキ

ュー隊員の家，もしくはこの子どもの家でお預かりしましょうというような仕組みです。しかし熱を出し

ているお子さんなのでリスクは高いです。そうした場合に備えて，地域の小児科医と提携しておきまして，

何かあったらいつでも小児科医に電話で相談ができるというような仕組みにしております。ですから「熱

が上がっちゃったのだけど，先生どうしたらいいでしょうか？」あるいは「顔色がすぐれないのですけど，

どうしたらいいでしょうか？」ということを先生に相談しながらお預かりをする，というような仕組みを

地域に構築していきました。例えていうならば，私にとっての松永のおばちゃんが，地域の小児科医とタ

ッグを組んで熱を出した時にお預かりをしてくれる，というような仕組みです。 

 モデル図だけですと，なかなか想像が湧かない部分があると思いますので，現場のスライドをお見せい

たします。このような形でベテランママが子どもを預かる，お家で預かるというような仕組みなのですけ

ど，ちなみにこの方，だれかに似ていると思いません？だれでしょう？おっ！分かったぞって顔されてい

ますね。そちらの方，遠いので当てないのですけど，これは私の母ヤエコ６６歳。最初，こうした熟年の
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女性をどう獲得したらいいか，私には手立てがなくて，どうしようと。絵は描けたけれど，この人たちは

どこにいるのだろう？と思った時に，ああ！そうだ。いた！と思って，実家に電話して帰りまして，当時，

私勘当されていたのですけれども，土下座して「お母さん。これからいい子になるから」と言って説得し

たら「しょうがないわね」とか言って。親っていいものだなってその時感じたのですけど，その時に母親

をヘッドハンティングして，それで第１号子どもレスキュー隊員として働いてもらうことになりました。

そんな母に「お母さん，ありがとう」と言って，チラシ１５,０００枚を渡して，僕と一緒に下町にまきに

行こうと。で，その日からポスティング。下町の団地やらマンションやらたくさんあるのですけど，そこ

にワァーっとポスティングする日々が始まりました。大体１５,０００枚チラシまくと，１軒電話が掛かっ

てきまして，それで面接に移行して，面接が終わったら研修に入ってというような感じなのですけれど，

１５,０００枚ってこれぐらいの束が７つぐらいなのですけども，結構多いのですよね。毎日毎日忍び込ん

ではこう入れて，忍び込んでは入れてというふうにやっていたら，指紋がなくなってきちゃって，いつの

間にかそうしていると，だれよりも早くポスティングできる経営者になりましてですね，なんていうので

しょう。まあどうでもいい話なのですけど。そんな寒い冬空の下，手を凍らせて一生懸命母と一緒にポス

ティングをする日々を重ねていって，母のようなこうした方々が結集してくださって。地域にはいらっし

ゃるのですね。こういった子育て経験というかけがえのない資格を持った方々が結集してくださって，そ

れでこのレスキュー隊の布陣がそろったわけです。 

 その中で，例えばということで御紹介する方はですね，カリスマの尊称を得る渡辺隊員なのですけども。

渡辺隊員はですね，熱を出してないにもかかわらず「渡辺のおばあちゃん家に行きたい」と駄々をこねる

っていうぐらいカリスマ的な保育をする方で，別に保育士でも看護師でもないのですけれども，二人の子

どもを立派に育て上げられまして，その子育てスキルを何とか地域に生かしたい，ということで，応募し

てくださった方です。あまりの人気で指名がくるのです。フローレンスにはあまりお中元とかお歳暮とか

贈られて来ないのですけど，この前彼女の家に見学に行ったら，貢物の箱が山と置かれていまして，非常

に不思議で切ない気分になったのです。そんなような渡辺隊員は，子どもに合った遊びを発明するのが非

常に得意な方でして，この日も透明なビニール袋を線状にちぎって遊ぶという，何が楽しいのか全く分か

らない。でも，子どもは大喜びっていう遊びを繰り広げていて，非常に子どもが喜んでいました。 

 病児保育といいますと，一般的にお医者さんが治療してあげるというイメージが強いですし，そういう

アプローチがとられてきたのですけど，私たちはどちらかというと，子どもは既に治る力は持っていると
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いうことを信じて，子どもにリラックスしてもらって，楽しんでもらって，更に感動を覚えてもらって，「熱

があったけど楽しかったな。また会いたいな，この人に。熱で辛いけれども，社会や地域が，愛する大人

たちが自分を支えてくれたのだ」なんていう感覚を持ってもらうことによって，その子の治る力を引き出

していく。そういった保育をしてもらうよう心掛けていっているのです。こうした取組をしまして，失わ

れた地域社会の結びつきをある意味人工的な形で取り戻し，この病児保育というものを通して，また，新

しい地域が，新しい公共が満たされるような形でやらせていただいております。これが「非施設型」病児

保育の形なのです。 

 同時に，お金のいただき方というのは非常に悩みました。よく日本では，『ＮＰＯというのはボランティ

アなのですよね？」っていうことをよく言われます。これは大変な誤解であります。なぜなら，もしボラ

ンティアであったならば，私がこうして福山市に来させていただく時の新幹線代というのは払えませんし，

また，うちの職員が働くオフィスの家賃も払えませんし，またその働いてくれる職員に豊かな暮らしをし

ていただくための給料も払えません。ですので，そういった意味において，ＮＰＯといえども団体を継続

していかなくてはなりません。が，日本では非営利団体という言い方をするので，営利を出しちゃいけな

いのではないかというような誤解がまん延しています。しかし，非営利団体というのは営利を出してはい

けないのではなくて，営利のために存在しているわけではない，というだけなのですね。ですから，適切

な営利がなくては団体としては継続していけません。だとするならば，「ＮＰＯにとっての営利，ＮＰＯに

とってのお金って何なの？」というふうに言いますと，私は「空気のメタファー」「空気の隠喩」というふ

うに呼んでいるのですけども，ＮＰＯにとっての利益とは，我々人間にとっての「空気」と同じです。つ

まり，我々人間は空気がなくては生きていけません。だけれども，空気を吸うために生きている人はだれ

もいないですよね。というように，ＮＰＯは社会的課題を解決する，あるいは社会の困っている人を助け

ることを存在の目的と，存在理由としていますけれども，その道具として利益というものを使います。が，

しかしそれは目的ではないというようなことがこのメタファーといいますか，隠喩からお分かりになるか

と思います。フローレンスも同じだったのです。何とかですね，成り立たせなきゃいけない，いうふうな

ところで，この「空気」を得ようというふうに思ったのですけど，仲良しのエクセルさんに相談しても一

向に良い答えを返してくれないのです。何度やっても成り立たない。成り立たない。成り立たない。とい

うことで赤字を返してくれるわけです。ようやく成り立つという数字は１時間３,５００円，利用者さんか

らいただけば成り立つよ，ということで仲良しのエクセル君は教えてくれたのですけれども，1 時間 
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３,５００円払える人っていうのは，山手線内側のセレブな方々はお支払いしていただけるかもしれません

が，少なくとも私の故郷，江東区ではそう払える方はいないというように思いまして。でも待てよと。あ

る程度のお金をいただかないと成り立たないし，もう１か月とか２か月で終了してしまう。けれども，こ

んなに高くいただいてしまったら，多くの人を助けるっていうようなＮＰＯの趣旨に反してしまう。どう

したらいいのだろうかというようなジレンマに襲われました。そこで，どうしよう。どうしようというふ

うに思った時に，ああそうだ，別にいままでのベビーシッターみたいなお金のもらい方をしなくたってい

いじゃないかと思ったのです。そうじゃなくて，違う業界でやられているお金の仕組みを参考にしたらど

うかなと思ったのです。特に，この病児保育というのは，よく考えると，保険に似ているなと思ったので

す。どういうことかというと，いつもは保育園に行く。９９％は保育園に行っています。だけれども，風

邪をひいたり熱を出したりした時だけ「困ったよ。助けて」というふうに預かる。これっていうのは，い

つも安全運転をしているドライバーが，時々間違ってこすちゃったりとか，ぶつけちゃったとか，「ああ困

ったな。助けてほしい」と言った時とすごく似ているのではないか。だったらお金のいただき方も保険と

か共済みたいな形にしたらどうだろうか。すなわち，会員さんが子どもの発病率に応じて月会費を月々掛

け捨ててもらって，１か所に貯めておきます。そして，「子どもが熱を出して困ったよ」と言った時に，安

くというか無料で使ってもらって，皆が貯めておいたお金を取り崩して，それを使って無料で助けますよ，

というような仕組みにしたらどうだろうか，ということを思って，それをこうやり始めたのです。月会費

は使わなければ下がっていき，使えば上がっていくような自動車保険みたいな仕組みにしまして。要はで

すね，共済みたいな形で，あんまり熱を出さない家庭は掛け捨てなので損をするのですけど，子どもが病

弱で熱を出しっぱなしで困るわ，というところは安く使えるっていう，あんまり困ってない人がより困っ

ている人を財務的に支えるっていう仕組みにしまして，それで料金体系を作っていきました。もちろん，

こんな仕組みは世界で一事例もなかったので，偉いコンサルタントの先生とかは大反対しました。「駒崎さ

ん。世界中のどんな保育ビジネスを探したとしても，こんな使ってないのに払うなんてことはあり得ない

し，そんな払う人は日本人に一人もいないよ。頼むから止めた方がいい」というありがたいアドバイスを

いただきまして，ああダメかなあと思ったのですけど，いろんな保育園に潜入して，いろんなお母さんに

アンケートを取って「どうです？こんなのあったら使いますか？」と聞いたところ，「使うわよ」という方

が結構いらっしゃって，じゃあ，やろうか。ごめんね，コンサルタントの先生と思ってやり始めました。

そうしたら，非常に多くの方々から反響をいただきまして，かつ値段の方もあんまり入る時のハードルに



 10 

はならないということで，この共済型モデルで始めることができました。お陰で，これをやり始めてから

気づいたのですけれども，ＮＰＯとはいえ，しっかり日銭が入ってこない限りはなかなか経営が成り立ち

ません。この月々，月会費として入ってくれたお陰で，なんとか日銭が入ってきてくれて私たちの経営も

安定してきました。補助金をもらっても絶対に成り立たないと言われた「保育の闇」だったのですけど，「非

施設型」そしてこの「共済型」の仕組みによって，なんとか自立的に回るような仕組みとしてスタートす

ることができるようになっていったわけです。 

 

水平展開 

 最初は私の故郷・東京都江東区から始めまして，徐々に徐々に広げていき，現在は東京２３区プラスお

隣の千葉県浦安市にまで広がっていくことができました。一番最初に立ち上がった時に多くの新聞やメデ

ィアから取材を受けて取り上げていただきました。そしたら，なんと全国から「病児保育で助けてくれ」

というようなメールをいただきました。例えば，あるお母さんは「子どもを抱えて就職活動をしているの

だけれど，就活の面接で『どうせ子どもがいるのだからすぐ休むでしょ。あなた』ということを言われて，

なかなか仕事が見つからないのです。助けてほしい」というような方がいらっしゃったり，あるいはです

ね，「この前，子どもがおたふく風邪になって1週間仕事を休まなくてはいけなくなりました。そうしたら

首になってしまうので，広島から，偶然にも広島からお婆ちゃんを新幹線で呼んできて，なんとか難を逃

れましたけれど，お婆ちゃんが疲弊して『もう呼んでくれるな』ということを言っている。私はどうした

らいいのでしょうか？」というような，練馬区の方がいらっしゃったり，そういった声が何十通も届いた

のです。本当に多くの人が困っているのだということを，やり始めてから更に再認識したわけなのです。

そうしたことがありましてどんどん広げていきまして，そのうち一昨年前ぐらいから企業さんが連絡をく

ださるようになって，「会社がお金を出すから，うちの従業員を助けてくれないか」というような声も出て

まいりました。例えば，大きな所でいいますと，リクルートという会社さんであるとか，あるいはＪ.P.モ

ルガンという金融系の会社さん，あるいは慶応大学さん，東京医科歯科大学さんと病院さん，松竹ってい

う映画の会社さん，そういった所が会社がお金を出して従業員を助けてほしいというようなことで契約し

てもらえるようになりました。ＮＰＯと普通の大きな会社が契約するような事態が出てきたわけです。そ

の中で，ある企業の方，Ｊ.P.モルガンさんの人事課の方がこういうことをおっしゃっていたのが非常に印

象的でした。彼女はこういうふうに言ったのです。「駒崎さん，私たちはあなた方ＮＰＯと慈善でおつき合
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いするわけじゃないのです」というふうに言われたのです。最初に釘を刺されたのです。怖いなあと思い

ながら聞いていたら，「私たちはあなた方ＮＰＯでも戦略的におつき合いをしているのです。なぜならば弊

社には本当にたくさんの女性が働いています。年間千数百万円もの教育投資というものをしています。だ

けれども彼女たちは結婚・出産と共にどんどん辞めていくのです。そうすると，私たちが投資してきたお

金というのが無駄になってしまいます。これは私たちにとって非常に大きなデメリットです。ゆえに，女

性が結婚しても出産しても働き続けられるような職場環境にしていくことが私たち企業にとっても合理的

な判断で，そしてそれは人材戦略ですらあるのです。そのために，結婚しても出産しても子どもを育てな

がらも働き続けられるために，病児保育というサービスをあなた方と戦略的に提携させて，導入させてい

ただくのであって，決して慈善ではないのですよ」ということをその方がおっしゃられていたのです。そ

の話を聞いてまさに男女共同参画というふうに思ったのです。日本企業では，かつては寿退社なんていう

言葉があるように，女性というのは基本的に腰掛で結婚や出産と共に辞めるものだろう，というそうした

概念がありましたけれども，そうした概念はもはや時代遅れで，女性もまた男性と同様にちゃんと働き続

けられて，そして企業に対しても貢献することが当然である。そして会社はそうした環境を整えることは

当たり前だし，また会社の利益にも反さない。むしろ会社の利益を伸ばしていくための戦略的な取組なの

だ，というふうに意識が変わりつつあるのだと。特に外国の企業は当然のようにそういうことを思ってい

るのだ，ということがその時の人事の人との議論によって，私の胸に刻まれることになりました。そうし

た状況は私が始めて数年で広がっていったわけです。 

 

国にパクられるという名誉？ 

 さて，こういうふうに民間のＮＰＯの手で「病児保育の闇」の部分に切り込んでいったわけなのですけ

ど，ある時，厚生労働省というところの省庁のお役所の方が見学しに来られました。私はそれまでテレビ

や新聞でしか官僚という方々を拝見してこなかったので，どんな悪い人が来るのかなというふうに思って

いたのですが，来られた方は大変普通な，非常に腰の低い方で，なんで色眼鏡を持っていたのだろう，と

非常に反省いたしました。反省して真摯に耳を傾けたところ，彼らはこういうふうに言います。「実は私た

ちも『緊急サポートネットワーク事業』っていう名前だけ決まっていて，でも中身が決まっていない事業

を今，立案しています。上から早く形にしろと言われて突かれているのだけども，まあちょっとアイデア

が湧かずに困っていました。インターネットを調べていたらフローレンスさんのことを見つけて，是非と
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思って見学しに参りました。いろいろ教えてください」なんてことを大変謙虚な物腰でおっしゃられるわ

けですね。僕もこんな偉い人たちから物を聞かれる立場になったのか。嬉しいななんていうふうに思いま

して，いろんなことをバンバンお話して，「これはこうやってやっているのですよ。こうですよ。こうです

よ」とお話して，「マニュアルもください」と言われて「ああ，どうぞ，どうぞ持って行ってください」と

いうことで仲良くお話して２時間のヒアリングが終わったのです。それから２～３か月後，あれ以来厚生

労働省からなんの音沙汰もなく，いったいどうなったのかなと思っていたら，普段読んでいる日経新聞の

夕刊の一面に目が行ったのです。そうしたら，こういう記事だったのです。一面に「子供が急病 任せて

出勤 子育てＯＢが出迎え引き取り」。あれ？どっかで見たことあるなあ，みたいなですね，なんか記事が

そこにはあったのです。それで，この新聞が出たら多くの知り合い・知人から電話が掛かりまくりまして，

「駒崎君のやっていることが新聞に出たよ。ようやく認められたね。おめでとう」とか言って電話がきた

のですけれども，駒崎君のやっていることではなくて，厚生労働省が数十億円の予算を使って，「全国で施

設を持たない病児保育を始めます」というような記事だったのですね。これを見て私，非常にがく然とい

たしました。というのも私が大学を辞めフリーターとなって２年間，汗と涙で築き上げてきた仕組みが，

２時間のヒアリングで国策になってしまうとは。全く思わずなんてこったー！と思って，ちゃぶ台をひっ

くり返してですね…ちゃぶ台はないのですけど，厚生労働省の人に名刺交換したあの人め，あの人め，あ

の人めと思って電話したのです。そうしたら，厚生労働省というか行政の職員の方は２年に１回ぐらいで

いなくなるらしくて，その担当者の人もいないわけです。新しく担当になった方は「えっＮＰＯの方です

か？ＮＰＯ？」とか言って，ＮＰＯから説明しなきゃいけないような状況になって，全くらちがあかない

ということで，結局，話に行っても何ら進展せず，厚生労働省の政策として全国に広がっていくことにな

ったわけです。それで，自分としては２年間頑張ったのだから，少しは褒めてもらってもいいのではない

かな，という思いがありまして，非常にイジケてしまいまして，その日からちょっと飲んだくれの日々が

始まってしまい，いろんな所に飲みに行っては愚痴を垂れるという人間になりまして，ある日も福祉系で

大変有名な石川治江さんという福祉の世界では「神」と呼ばれている方と飲みに行きまして，愚痴ったわ

けです。「僕かわいそうでしょ？こういうことがあったのですよ」と。それまで楽しく飲んでいた石川さん

が急に真顔になりまして，「あなた何言っているの？そんなの当たり前じゃないの！」ということでいきな

りウォッカの瓶をドンっと置いて怒り始めたのです。私はキツネにつままれた思いで，「えっ。どういうこ

とですか？ビジネスの世界では著作権とかビジネスモデル特許とかありまして，自分が最初にやった人は
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少なくとも称賛されたりするものなのですよ」みたいなことを言ったら，「あなたは分かってないわね。あ

なたが今，当たり前だと思っている福祉の仕組みというのは，ＮＰＯたちが，あるいはＮＰＯという名前

がつく前に，多くの民間団体が，あるいは国民が様々な挑戦をして，屍を築いて，ごくごく一部の事例が

成功事例として取り上げられ，それを行政が，国が制度化して動かしていった。それを繰り返し繰り返し

ていって，今，私たちが当たり前だと思っている豊かな福祉制度というのが成り立っているのよ。多くの

そうした民間の名もなき挑戦者たちの努力によって，こうした国の制度というのが創られているのよ。だ

から，国にパクられるくらいが一人前なのよ」ということをおっしゃられるわけです。私も「えっそうな

の？」ということで初めて知りまして，「でもそうかなあ」とか言っていたら「じゃ，あなたね，今すぐ沖

縄でやってごらんなさいよ。北海道でやってごらんなさいよ。北海道でも，今病児保育で困っている方い

らっしゃるのよ。沖縄でも困っている方がいる。今すぐ助けられんの？あなた」と言うわけです。「いやい

や，今，東京でさえ精一杯なのに，そんなすぐには行けないですよ。５年後かな１０年後かな」「そうでし

ょう。あなたが一人では５年，１０年助けられない人がいるのよ。でも，国に制度化させることによって

多くの人を結果として助けられるじゃないの。もし，あなたが真に子育てと仕事の両立可能な社会をつく

りたい。病児保育が当たり前の社会をつくりたいというふうに思うのだとしたら，制度化させた方が多く

の人を助けられるじゃないの。何が不満なの？」ということをその「福祉の神」はおっしゃたわけです。

私は「ああ，そうか」と，その時雷に打たれたような衝撃を受けました。私が元いたビジネスの世界では，

そうした何か発明したらそれをこう隠して，それをこう一つの利益の源泉にしますけれども,ＮＰＯの世界，

社会変革の世界はそうではない。自分が成功したとしたら「こういうふうにやっているのですよ」と開い

てですね，多くの人に真似してもらうことによって，点としての社会問題の解決が面として広がっていく。

私どものまちを変えるということが，社会を変えるということに繋がっていく，ということを実体験から

学ばせていただいたわけです。 

 こうして，施設を持たない病児保育というのは全国に広がっていくことになりました。私も最初は制度

化されて多くの団体から電話が掛かってきた時にいじけてですね，「こんなの厚生労働省に聞いてくれ」と

かですね，追い返していたのですけど，その話を聞いてから心を入れ替えて，「各地で立ち上げたい」みた

いなことがあったら，「こうやってやるのですよ」というアドバイスを差し上げるようになりました。とい

うことで，全国に施設を持たない病児保育が広がっていくことになったのです。 

 私がそうした形で，この「病児保育の闇」の部分を江東区から始めたちっぽけな事業によって切り開い
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ていき，そして全国にこの病児保育のインフラが広がっていく，という過程を通して，多くのメディアに

注目していただき，そして様々な賞をいただくことになりました。読んだこともない「ＮＥＷＳ ＷＥＥＫ」

という雑誌から「世界を変える１００人の社会起業家」なんていう大それた，大袈裟な称号をいただいた

りだとか，あるいは行ったこともないハーバード大学から「今年の起業家賞」みたいなものをいただいた

りだとか，そのような過分な賞をいただきまして，私も非常に調子にのっていろんな所でそういったこと

をしゃべりまくっていたのです。 

 

ひとり親家庭の現状と支援（「ひとり親パック」と「ひとり親のサポート隊員制度」） 

そうした時に，ある日こうして講演が終わった後に，一人のお母さんがツカツカツカと私のもとに寄っ

て来まして，こういうふうにおっしゃられたのですね。「駒崎さん。あなたのしていることは本当に素晴ら

しいと思います。だけれども，私は使えません」というふうにおっしゃったのです。私はちょっと「えー」

と思ってですね，「いやいやいや。普通のベビーシッター会社よりも全然安いですし，質も良いですし，そ

んなこと言わずに使ってくださいよ」というふうに申し上げたら，彼女はこういうふうに言ったのです。

「あなた方がやられている，この病児保育の仕組み，月五千円ぐらいの会費で使う時はタダで使えるって

いうのは非常にありがたいと思います。だけれども，それは共働きの世帯では普通にお支払いできる金額

かもしれませんが，私のように一人で子どもを産み，育てている人間にとっては非常に重たい額なのです。

だから，私は本当は使いたいけれども使うことはできません」ということをその方はおっしゃられたので

すね。その時に，私はトンカチで頭を殴られたような気分になりました。親が二人いればどちらかが休ん

で，なんとか子どもが熱の時も対処できるのですけれども，親御さんが一人だったらその人が休むしかな

い。そうした本当に困っている人には自分たちの取組というのは伝わっていかなかったのだな。あるいは

本当に困っている人を自分たちは助けられてなかったのだな，ということをその時初めて知ったのです。

私は帰りの新幹線で泣きながらひとり親のことをインターネットで調べてみたのです。そうしたらですね，

ひとり親の方は年間の収入の平均が２１３万円ということで，普通の日本の世帯収入５６０万円ぐらいに

比べると三分の一強というような状況で，かつ多くのひとり親の方が非正規で働いていらっしゃり，働く

ひとり親の約半分しか雇用保険に入っていない，という状況でした。半分しか雇用保険に入れていないと

いうことは，失業した時に失業保険をもらえる人は約半分ということです。例えば残りの約半分の方はど

うしているのかというと，最後のセーフティーネットと呼ばれる生活保護しかないわけですね。しかし，



 15 

その最後のセーフティーネットも生活保護を必要としている人の約３割にしか出されていないそうです。

最後のセーフティーネットが約３割の人にしか出されていないっていう，すごい経済大国ですよね，日本

は。皆さんも御存知のとおり，そうしたことによって，例えば北九州市では，生活保護を受けようと思っ

て役所の窓口に来たが断られて，「おにぎり食べたい」という遺書を残して餓死していった男性が出る。そ

うしたような状況に日本はなってしまっている。かつ，この貧困という問題はですね，ひとり親の世代だ

けではなく，子どもの世代にも影響を与えます。どういうことかといいますと，生活が貧困状況に置かれ

ると教育投資というのができない。教育投資ができないとその子どもは教育を受けられない。教育を受け

られないと選べる仕事も決まってきてしまい，その選べる仕事というのは非正規であり，ワーキングプア

を生み出すような仕事であるとすると，親の世代での収入が子どもの世代の運命を決めてしまうというこ

とが起きてしまいますし，実は起きています。これが貧困の社会的遺伝，格差の遺伝というようなお話で，

そのためなぜだか分からないのですけど，日本の子どもの７人に１人が，７人に１人ですよ，７人に１人

が相対的貧困という状況に置かれているそうです。その７人に１人の子どもたちの親の多くがひとり親と

いう状況なのですが，そうした驚異的な数字が２００９年現在並んでいる，と。いつの間にか子どもの貧

困大国になってしまった日本。そして，ひとり親問題。そうした問題を何とかして自分たちも解決しなく

てはいけないだろう，ということを思いまして，ならば，ひとり親の方には激安で使える病児保育プラン

っていうのを作るべきだということを思いまして，早速「ひとり親パック」っていうのを作ってですね，

月千円いただければタダで病児保育やります，みたいな激安・赤字プランをやり始めることになったので

す。じゃあ原資どうしよう。赤字なのでその部分どうしようと思った時に，そうだ，お金を持っている企

業さんからもらえば良いじゃないかというふうに思いまして，お金を持っている企業さん，どこだろうな

と思ってですね，その時「マツダ」っていうふうに思わなかったのですけど。そうだ。外資金融だ。外資

金融企業はもうけているだろうということで「ゴールドマンサックス」っていう横文字の会社に行きまし

て，「ハロー，ハロー，ハロー」って言って，「ギブ ミーマネー」って言って一生懸命言ったら，「ＯＫ」

って言って何百万かポンってくれたのです。あっ，これは素晴らしいなと思いまして，日本中にある外資

金融に寄附営業しに行ってお金をもらえば，ひとり親の人たち助けられるじゃないか,と思いまして，「み

んな英語勉強して行くぞ！」とか言ってですね，意気込んでいたらその翌週ぐらいに「リーマンショック」

といってなんか不吉な事件が起きまして，それどころじゃなくなってしまい，行こうと思っていた外資金

融企業がなくなってしまったりとかですね，そんな大変な状況になりまして，一気に「ひとり親パック」
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作ったはいいけれども，お金がない！という状況に叩き落されてしまいました。それで，どうしようかな

あと思った時に，テレビに映っていたのは大統領選終盤を戦っているオバマでした。オバマは，実はみな

さん，ＮＰＯの職員だったって御存知ですか？オバマはシカゴのＮＰＯの職員で，そこから弁護士になっ

て，上院議員になって，大統領になった人なのですけど，そういったＮＰＯ職員同士の勝手なよしみもあ

ったので，応援していて，ああ，凄いな，オバマこんなに頑張って。同じＮＰＯでも大きな違いだなって

思って見ていたら，あれ？オバマってどうやってこの選挙戦のお金，ゲットしているのだろうと思ったの

です。だって，この人ＮＰＯ出身だし，どう考えてもお金持ってそうに見えないし，どうやっているのか

な？というふうに思った時に調べてみたのです。なんでだろう。オバマどっからお金を？と思って調べて

みたら，なんとオバマは寄附で６００億円集めているのですね。で，その９割が個人からなのです。個人

がインターネットとかでオバマにじゃあいくら，とかっていって寄附している。平均をとると１万円以下

なのです。えー！すごいなあと思った時に，あっそうだ，オバマを見習おうと。確かに企業から何百万も

ボーンともらえるのは簡単だし効率的だ。だけれども，その会社が駄目になってしまったら，こちらも駄

目になってしまう。そうではなくて，一人ひとりから小さなお金を継続的にいただいて，塵も積もれば山

として，そしてひとり親を支援するようなことができまいか？ということを思ってですね，そこからヒン

トを得て，みなさんのお手元にある細長いリーフレットがあろうかと思うのですけども，そちらにある仕

組みを作りました。その名も「ひとり親のサポート隊員制度」です。サポート隊員制度。私が子どもを抱

いているリーフレットなのですが，それ私の姪のノドカでございます。姪ですね。世界一可愛い姪だと思

っていますけど。そんなことはどうでも良くて。開いていただきますと一番右側に，星組・月組・おひさ

ま組というふうになっておりまして，皆さんが月々１,０５０円お支払いしていただく星組に加入していた

だければ，面倒はないですよ，なぜならクレジットカード引き落としなので，毎月静かに引き落とされる

だけなので問題ないです。その星組の方が８人いてくだされば，一人のひとり親世帯を完璧にカバーでき

ます。また，ちょっとお金があれば，月組に入っていただければ，月組の方が４人いらっしゃれば一人の

ひとり親世帯を助けられるし，また，「いやあ，もう任せとけ！」というお金を持っていらっしゃる方は，

おひさま組に入っていただければ，一人がひとり親世帯，１世帯を助けられますと。おひさま組の方には

ですね，名前をつけてあげますよと。「ひとり親パック・加藤さん枠」みたいな感じで，神社の鳥居に彫っ

てある名前よろしく永遠におひさま組の方の名前は私どものＷＥＢに残り続けますので，そんな形で。要

は一人ひとりが継続的に小さなお金で支援してくださることによって，継続的にひとり親の病児保育の方
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を支えられるというような仕組みを発動いたしました。これで，最初は寄附文化のない日本，こんなのだ

れがやってくれるのだ，ということで紛糾したのですけど，結果としては現在全国で１６０人のサポート

隊員の方に加入していただきまして，そのお陰で，５０世帯ぐらいのひとり親の方々を助けられている状

況でございます。 

 こうした形で，まだまだ５０世帯と少ないのですけど，今年度で１００世帯にしていきたいなと思って

いますし，またその１００世帯を１,０００世帯,１万世帯と広げていって，「たとえひとり親になったとし

ても別に困らないぜ」というような社会にしていきたい。ひとり親になったからといって，ひとり親に産

まれた子ども，スタートラインが最初から違うよ，というような社会ではない，どんな家庭に産まれたと

しても努力さえすれば普通に過ごせるのだという状況になれるのだ。そういう社会にしていきたいなと思

って，このひとり親パック，あるいはサポート隊員制度をどんどんやっていきたいというふうに思ってお

ります。皆さんも「よし！俺も一つ，フローレンスに力を貸すぜ」なんて方がいらっしゃったら，その裏

側にＱＲコードがついていますから，携帯から申込みできますので，是非是非，力をお貸しいただければ

な，というふうに思います。こうした形で，二人親がいらっしゃる方は，一般的なフローレンスの仕組み

を通じて，そして，親御さんが一人しかいらっしゃらない方に関してはひとり親パックを通じて，この病

児保育というのを当たり前の社会インフラにしていきたい，というようなことをやらせていただいており

ます。 

 

フローレンスのＶＩＳＩＯＮ 

この病児保育事業を通じてフローレンスは，子育てと仕事，そして自己実現のすべてにだれもが挑戦で

きる，しなやかで躍動的な社会をつくっていきたいなというふうに思います。「子育てしながら仕事ができ

る。そんなの当たり前ですよ」というような社会をつくりたい。あるいはお父さんが子どもの寝顔しか見

られない時間に帰って来るのではなくて，子どもの笑顔が見られる時間に帰ってきて，一緒に家族と共に

ファミリーテーブルを囲める。そうしたことが当たり前の社会っていうものをつくっていきたいなと思っ

て，日々活動をさせていただいております。この病児保育事業によってですね，病児保育の壁を乗り越え

ていこう，ということをいままでお話した事業でやらせていただいております。それと同時に，子どもが

熱を出しても休めるような職場環境にしようよ，というような形で働き方革命事業ということも行ってお

ります。今日は時間がないのでお話できませんが，簡単に言うと，企業に対してですね，「こうすれば女性
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も，子育てしている人も，働きやすくなりますよ，社長」とかって言って，企業に対してコンサルティン

グしたりだとか研修したりして，働きやすい職場環境をつくっていこう，ということを提唱させていただ

いております。 

 また，企業の就業規則が例え変わったとしても，そこで働いている人のハートが，価値観が，あるいは

文化が変わらなければ，真に子育てと仕事の両立可能な社会には到達できません。ですから，私たちは伝

える変える事業ということもしております。簡単に言いますと，様々なメディアに出まくりまして，この

マイナーな病児保育という問題を一生懸命発信する。あるいは，子育てと仕事，両立可能な社会にしてい

きましょう，みたいなビジョンを発信することによって，それを御覧になられた方が「ああ，自分も何か

しなきゃな。あるいは病児保育で困っている人がいるのだったら，少なくとも何か優しい声でも掛けてあ

げようかな」なんていうふうに，人々の意識が変わることによってアクションが変わっていく。アクショ

ンが変わることによって社会が変わっていく。そういった良い意味のスパイラル，らせんを描かせること

はできないかな，というふうに思って活動しております。こうして皆さんの前で病児保育という問題，あ

るいは両立可能な社会っていうような話，男女共同参画の話をさせていただくのも伝える変える事業の一

環でございます。 

 

ソーシャルベンチャーのススメ 

 さて，最後に，私どもがやっているようなこのソーシャルベンチャー，つまるところ社会的な課題を事

業によって解決する，ということを皆さんにお勧めしていきたいな，というふうに思います。それが，こ

の広島，福山市の地域の課題を解決するということ，あるいは御自身たちが一歩踏み出すことによって地

域社会が変わっていく，地域社会が変わっていくことによって社会が変わっていくということに繋がって

いくのではないかな，というふうに思います。 

 かつては，ＮＰＯというのは，皆さんも御案内のとおり，ボランティア団体から出発しましたが，アメ

リカでは小さな政府になっていくのに伴って，補助金で食べていくようなＮＰＯというのはどんどんどん

どん倒れていきました。それによって「ああ，やっぱり自分たちで生きていかなきゃいけないのだ。自分

たちが経済的自立を得て，社会的課題を解決しなきゃいけないのだ」っていうふうに価値観が変わってい

きました。ＮＰＯから事業型ＮＰＯへ，ＮＰＯからソーシャルビジネスへ，というふうに価値観が変わっ

て行ったのですね。そういった形で，ちょっと事例は時間がないのでお話はしませんが，地域課題を事業
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によって解決していくようなＮＰＯはゴロゴロ出てきたのです。そうしたことがアメリカやヨーロッパで

は当たり前になってきました。２０年遅れで日本も小泉構造改革があり，国が全部やるっていうのは不可

能なのだ，というふうになりました。地域の課題に関しては，地域の人々が解決してほしい，というよう

な形で国の役割が縮小して，あるいは行政の役割が縮小していき，そこの縮小して引きあげたところに関

しては民間でやってください，というふうになってまいりました。日本でもそうしたアメリカやヨーロッ

パと同様な形で，ＮＰＯが事業を通じて社会的課題を民間から解決していくような流れになってきている

のですけど，とはいえ日本の場合，悲しいかなＮＰＯは偽善だとか何をやっているのか分からないなど世

間的なイメージがいまいちであるということを私もやり始めてから気づきました。アメリカやヨーロッパ

では当たり前の寄附控除などの税制の法整備というのも大変遅れていて，ＮＰＯにしたからといって何の

得にもならない，というような法人制度になっているのです。それ故に，ＮＰＯセクター全体で若手で優

秀な人というのは完全に不足している，というような状況です。 

 私の出た学校は，生徒が一学年で５００人おりますけれども，私の学年でＮＰＯで食べているのは私一

人というような状況でございます。一つ上の学年では今日来られている今村さんがいらっしゃいますけれ

ども，そうした五百分の一程度，世間ではもっともっと少ないくらいしか若手が出てきていないわけです。

そういう状況なわけです。ですから，今日来られているこの若手の方々，そして何かレストランでやりた

いという方々，社会的な問題意識を持たれて一歩踏み出そうとされている若手の方々は，非常に貴重な存

在なわけです。 

 

社会を変える事業を貴方もつくろう，『個人』が社会を変える時代へ 

 しかしながら，こうした若手不足，人材不足という状況は，裏を返せばある意味でチャンスなのだとい

うふうに私は思います。ＮＰＯセクター全体で若手・優秀な人材が不足していることは，逆に活躍の場が

溢れているのだと，フロンティアなのだということを私は声を大にして申し上げたいなというふうに思い

ます。そうした新しい生き方として起業，社会的起業をする，社会起業家という生き方が提示されている

というふうに思います。保育の素人で，あるいは子育て経験もない，子どもを産んだこともない私という

人間が「保育の闇」と呼ばれていた病児保育の問題の解決に一石を投じられたということは，非常に大き

な何かを示唆しているのではないかな，と思います。それは昔だったら，政治家や官僚じゃないと国の仕

組みは変えられない。あるいは社会的課題なんて解決できない。世の中なんて変えられないというふうに
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思われていたけれども，そうじゃないのだと。今は気づいた個人が事業によって社会的課題を解決できる

のだ，というそうした時代になっているのですよということを，正に示唆しているのではないかな，とい

うふうに思います。そのような時代の扉が開かんとしているというふうに思うのです。気づいた個人が何

かこれはおかしいのではないかな？ここが問題なんじゃないかな？困っている人がいるのではないかな？

というふうに思った，気づいた個人が私であり，皆さんが立ち上がり一歩踏み出すことによって，課題の

解決の扉というのが開かれる。そうした扉を開くために，皆さん，是非ノックしてみてください，扉を。

そして，地域の課題や問題を行政やお上任せにするのではなくて，皆さん方自身が問題に対して考え，そ

して手を動かす。そうした行為の集積によってこの日本というのがより良きものになり，子どもたち，孫

たちの世代により良き時代を，社会をプレゼントできるのではないかな，というふうに思っております。 

 今日は私のやらせていただいているフローレンスの事業を通じて，社会起業，あるいは子育て・仕事，

両立可能な真の意味での男女共同参画社会のビジョンについてお話させていただきました。皆さんの問題

意識と照らし合わせて言葉足らずな面もあったかと思います。なにぶん，お話しきれていない部分もあっ

たかと思います。残りの時間，本当に数分だと思いますけれども，是非皆さんからの御質問等々受けさせ

ていただいて，少しでも皆さんの役に立ちたいなと思っておりますが，一旦，私のプレゼンテーションは

これで終わりにさせていただきます。皆さんどうもありがとうございました。 
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質疑応答 

（質問者）貴重な講演ありがとうございました。私も社会起業家というものに興味は持っているのですけ

れども，駒崎さんの場合は病児保育という課題に気づいて，そこから社会起業家に入っていったのですけ

ど，逆に私，社会起業家というのはすごいというふうに入って，それでなってみたいとは思うのだけれど

も，課題に気づけずにいるという人間なのです。そういう社会の課題に気づくには，今後どういうふうな

ことを心掛け，どういうふうにしていったらいいのかなっていうことを教えていただけたらと思います。 

（駒崎）はい，ありがとうございます。積極的な御質問，誠にありがとうございます。私は，山の登り方

に関してはどんな登り方でも良いのではないかな，というふうに思っております。いずれ頂上に着くわけ

ですから。ですから，私のように病児保育という問題を解決したいというところから入っても構わないで

しょうし，また何か社会の役に立ちたい。あるいは何か福山市の役に立ちたいというところから入ってい

って，じゃあ，そのための課題ってなんだろうと考えることもどちらでも私は頂上へ至る道なんじゃない

かな，というふうに思っております。 

 私も，昨今若い方からですね，「何か社会的な問題を解決したいと思っているのです。でも課題がまだ見

つからないのです」というふうに言われることが非常に増えてきました。でも，私はそれ自体素晴らしい，

かけがえのない一歩だなというふうに思っております。というのも，そのようにして何が課題なのだろう

かと課題を探す姿勢を持つというだけでもすごいことで，なかなかそんなふうにできる人っていうのはい

ないわけです。そこに一歩踏み出そうとされること自体が貴重なことですし，そうしたもがき，ある意味

あがきによって，あがくことでもがくことで社会を異なる意想から見ることができる。いままで気づかな

かったけれど「ああ，駅前ホームレスが多いな。なんでなんだろうか」「いままで気づかなかったけれど空

き店舗が多いな，商店街は。どうしてなのだろうか」というような自分の社会問題へ気づくアンテナを研

ぎ澄ませる，感覚を研ぎ澄ませる一つのきっかけとして，社会起業家というものがあるのだとしたら，そ

れは大変意味のあることなのではないかな，というふうに思っております。ですから，課題が見つからな

かったとしてもそこで全然なえる必要はなくて，むしろ地域に出て行って，地域の様々な人と話し，いろ

んなものを見る中で目に飛び込んでくるものを大切にして，“ああ，これはひょっとして課題かもしれない

な”というようなところで走りながら見つけていく，走りながら考えていくことが，ある意味近道に繋が

っていくのではないかな，というふうに思います。 
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（質問者）お話を聞かせてもらうのは２度目ですが，実は私，地域のコーディネーターということで，企

業さんの社会貢献事業と地域のボランティア，あるいは町内会とかを結びつける仕事をさせていただいて

おるのですが，下世話な話になるのですが，自分が生活できるかどうかとか，それにかかわる方たちが生

活できていくのかどうかとか，やっぱり今の地域持続できる社会をつくり上げていかなきゃいけないので，

「どれくらい努力したらこれくらいの生活になるよ」と仕事を起こす立場の方には言うのですが，月収 

１５万今頃ないといけないよと，それぐらい最低目指していかなきゃいけないというようなことで，そう

いうふうなプランを作ろうということも言えるのですけど，そこのへんはどうだったのか，ちょっと教え

ていただければと思います。 

（駒崎）現場に根ざしたシビアな御質問どうもありがとうございます。実は私，大学を卒業してフリータ

ーになって，このＮＰＯを立ち上げたのですけど，その前はＩＴベンチャーを学生同士でやっておりまし

て，ＩＴベンチャーの経営を２年間やっておりました。学生５，６人で年商３千万くらいの小さな会社だ

ったのですけれども，学生の割にそれなりに稼いでいたかなというような状況でした。そこからその社長

の座を譲ってフリーターになったので，そういう意味ではですね，生活のランクが急降下しまして，かつ

フリーターだったので明日食えるかどうかという状況になってしまったので，友達の会社を手伝いながら

プロジェクトベースで給料をもらって，糊口をしのいで霞を食べながら生きていたっていうところで。ど

うやって立ち上げたのかって言うと，オフィスもなかったので近くのスターバックスっていうカフェに行

きまして，本日のコーヒーを朝８時に頼みまして，夜の８時までいました。かつ，本当は持ち込んじゃい

けないのですけど，コンビニで卵サンド買ってスターバックスでムシャムシャして，また仕事してみたい

な，そういう，なんて言うのでしょうか・・。あっ，かつですね，住む所も借りられないので，友達二人

を誘ってルームシェアをしていました。月３万円ぐらいで泊まれたので，１番狭い部屋をもらって暮らし

ていました。なので最初は稼げないので，そんなような極貧もいいところのような状況でやり始めまして，

そのうちいろんなビジネスプランコンテストへ出したり，あるいは助成金とかを取って，最初の資金数百

万円を得て，それを元に事業をやりました。事業も最初からバンバンお金が入ってくるわけじゃないので，

ちょっとずつちょっとずつ入っていったので，最初は本当に１５万，最初の１年目なんとか得ましたけれ

ども，まあそんな状況で。始める前は１５万どころか事業からは一銭も得られなかったので，それこそバ

イトとか友達を手伝ったりとかして，なんとかお金を得て，ということでやっていたので本当に大変でし

た。というように，この社会起業の大変さは起業の大変さとほとんどイコールでして，もしかして起業ほ
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どもうからないという意味においてはもっと大変かもしれません。だけれども私はですね，実は非常に幸

せでした。というのも，私はＩＴベンチャーをやっていた時に何のためにやっているのかな？これってい

うふうに思いながらやっていました。最後の方は。大変もうかりますし，いろんな方からチヤホヤされま

すし，だけれども「これは自分にしかできないのかな。これは本当に人の役に立っているのかな」と言わ

れた時に，いやあ自分じゃなくてもできるし，このシステムをこの酒屋さんに入れ込むことでもうかるか

もしれないけれども，どうなんだろうかというふうに思いながらやっていました。それと比べたら，自分

がやっていることは正に困った人の役に立っている，正に喜ぶ顔が眼前に見える，という意味においては

精神的にはとっても幸せでした。ですから「ぼろを着ていても心は錦」というやつで。そういう意味で振

り返ると楽しくはありました。ということで，おっしゃるとおり非常に社会起業は起業と同様にリスキー

ですので，ある意味そこらへんもしっかり考えて起業されるといいかなと思うのですけど。しかしですね，

若者にはあえて申し上げたいのは，やるリスクっていうのもあるけど，やらないリスクっていうのもある

のですよ，というふうに申し上げたいなと思います。「あの時やればよかったな。あの時挑戦してみればよ

かったな」というふうに後悔しながら一生を生きるっていうのも，それはそれで一つのリスクだと思うの

です。もし，本当にやりたい，挑戦したいなと思うのであれば，妻・子のできる前に挑戦してみるってい

うのも実は悪くないですよ，ということは少しお勧めしたいなというふうに思います。ありがとうござい

ました。 

 

（質問者）今日はお話ありがとうございます。今日は駒崎さんのお話を聞きたくて大阪からやって来まし

た。僕自身は，小さなまちで地域づくりといいますか，まちの活性化みたいなことをお仕事にしています。

そんな中で，事業を今東京でされているわけなのですけど，これは感覚でしかないかもしれないのですが，

どのくらいの人口規模であれば事業として成り立つと思われているのかなということと，そういったこと

が逆に，小さなまちですとお婆ちゃんが横にいたり，近所がまだコミュニティーがある程度残っていると

いうことで，病気をしたお子さんがいても，それを預かるという体制がある程度あるわけなのですけど，

まあ今後ですね，小さなまちでも同じ様な問題が出てくると思います。僕がしようというわけではないの

ですが，そういったことをもしするということになれば，どんな人口規模で成り立つのかなと。僕自身が

かかわっているまちでいいますと兵庫県に丹波というまちがあります。そのまちで今やっていますのが，

人口は７万人なのですけど，一つのまちは合併していますので１万人程度です。そういったまちで事業を
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起こすためには，また違うビジネスモデルが必要だと思うのですけど，今の駒崎さんのされている事業の

中で成り立つとすれば，どのくらいの人口規模を考えられているのかということを教えていただけたらと

思います。よろしくお願します。 

 

（駒崎）ありがとうございます。わざわざ大阪から来ていただけるのは本当に感激です。正に今，素晴ら

しい御質問をしていただいたなと思うのは，ソーシャルビジネスっていうのは地域によって成り立つも成

り立たないも変わってくるのです。例えば，この病児保育のフローレンスのモデルの場合は都市型モデル

なのですね。なぜならば，農村・漁村であれば隣三軒両隣的なコミュニティーが生きていて，子どもが熱

を出しても近所に「ああ，いいよ」と言って預かってくれる人がいたりする場合においてはフローレンス

は必要ないのですね。むしろそうしたコミュニティーで支えていただいた方がお金もかからないですし，

良いでしょう。むしろ，病児保育を必要とする地域というのは，そうしたコミュニティーのきずなが失わ

れている地域ほどこうした病児保育サービスというのを必要としてしまう，というような状況があるので

す。ですから，私たちが成り立つ所は，コミュニティーのきずなというものが失われている所，エリアほ

ど成り立つというようなモデルになっています。だとすると，基本的には東京であるとか，それこそ大阪

の中心であるとか，仙台，福岡，そうしたある意味の県庁所在地レベルの都市になろうかなというふうに

思います。一方，都市型の課題と，あるいは農村型の課題，あるいは地方型の課題っていうふうに実は分

かれていまして，例えば農村型の課題であったら農業の衰退であるとか，あるいは自然環境の問題である

とか，そういったものがクローズアップされますし，都市の場合はどちらかというと病児保育のような問

題がクローズアップされていくということで，地域ごとに実はこの社会的課題っていうのは非常に個性が

あり，そしてソーシャルビジネスもその地域の課題を解決するわけですから，当然都市型のソーシャルビ

ジネスもあれば農村型・地域型のソーシャルビジネスもある。都市型のモデルは全国では地域ではできな

いですし，地域型のモデルは都市ではできない，というような形で，むしろその地域にあったような形の

ビジネスモデルを組んでいただくことで地域の固有の課題を解決できる，というふうに思っています。兵

庫県の丹波では丹波の正に課題があり，そしてその課題を解決する丹波なりの解決手法っていうのがある，

というふうに私は思いますので，そうした担い手になっていただければなあ，と思います。同志として頑

張りましょう。 

 


