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孤育て不安をメールで解消

NPO法人
プラス・アーツ

NPO法人
きずなメール・プロジェクト
服部信吾さん

協働ステーション中央に登録する︑
約200の団体︒

ふだん見られないその活動の断片を伝えます︒

今日︑どう？

アートの力を防災に

増田ふみこさん

防災、
防犯、
教育、
まちづくり…さまざまな社会課

核家族化やコミュニティのつながりの希薄化など

題に
「アート」
をプラスして、
より良い解決のあり方

により、
周囲の協力が得られず子育てが孤立化

を提案する
「NPO法人プラス・アーツ」。入職2

しています。
そうした
「孤育て」
が産後うつや乳幼

年になる東京事務所の服部信吾さんは、
プロの

児虐待の要因に。
それらを予防しようと
「NPO法

劇団やマンション管理会社と組み、演劇、
ゲー

人きずなメール・プロジェクト」
は妊娠〜育児期

ム、
防災訓練がひとつになった
「マンション防災

の女性やパートナーに役立つ情報「きずなメー

クエスト」
を企画。約50名が参加しました。親子

ル」
を配信しています。
その数、2010年から約8

連れが熱中して取り組めるこのプログラムは、
防

年で累計7万人以上。
スタッフの増田ふみこさ

災の知識だけではなく、見ず知らずの人と力を

んは元読者。
「私自身が『孤育て』
のモデルのよ

合わせる訓練にもなります。
「 今後は未開の福

うでした。
きずなメールが毎日届くだけで安心し

祉分野でも取り入れていきたいです」
と意気込

ました」
。
その思いから今では自治体向けの普及

みを語ります。

担当として活躍しています。

見つける。踏み出す。
このまちの一歩先を考える人へ
To the person who foresees one step ahead in our town.
協働ステーション中央
Kyodo Magazine Vol.25
2018 August

「あのねママ・パパメール」
配信中
中央区と協働で、妊婦から3歳までの子どもを
持つママ・パパ向けに妊娠週数や乳児の月齢
に応じたメールを配信中。
詳細はQRコードから。

防災イベント
「豊洲防災EXPO」
を開催！
10月第2・3週の土日、
東京ガスと協働で開催。
体験や展示を通じて防災への理解を深める。
HP http://www.plus-arts.net/bo-sai/

協ステ
Vol.1

大 解 剖！

っ
協 ステ

協働ステーション中央（通称：協ステ）の魅力に迫るこのコーナー。
施設の使い方から誰でも参加できるイベントのこと、ユーザーの声まで！
あなたと協ステをつなぐ情報を発信します。
大震災
築90年。関東
た小 学
後 に建てられ
ョンし
シ
ー
ベ
ノ
リ
校を
ています。

ところ
な
ん
てこ

働き方が多様化しつつある今、社会貢献を

情報コーナー

チラシ情報を一度に見られるの
が魅力。参加のきっかけに。

選択肢とする人たちが増えています。NPO、
自治会・町内会、企業の社会貢献などへの関
わり方は、ボランティアやプロボノ、複業などさ

事務室

まざまです。

社会貢献に関する
あらゆるご相 談は
ここで。

そうした活動が増え、連携・協働しながら地
域や社会の課題が解決されていく。協ステは
そうした事業をサポートしています。

階段

ちょっとした打ち合
わせから作業まで。

会議室
事業の立ち上げ・成長に必
要な企画・広報などの講座
や、複業、SDGs、災害、子
育てなどのイベントを開催。
講座から事業や団体が生
まれることも！
もとは
理科室でした

サロン

※会議室やサロン等の利用方法はお問い合わせください。

発 行：協働ステーション中央
中央区日本橋小伝馬町5-1 十思スクエア２階
TEL：03-3666-4761 FAX：03-3666-4762
URL：http://bit.ly/kyodo-station-top
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ビジネスモデルで挑む若手の経営者がいる。
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これからの時代に求められる
“ご近所づきあい”の新たなかたちとは—。

PIAZZA株式会社

代表取締役CEO

さん

協ステ大解剖

Vol.1 協ステってこんなところ
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駆け抜ける人たち・第 1 回

コラム

オンラインで生まれるコミュニティが
都市のご近所づきあいを再生する

まちの価値を可視化して伝える
Community Value（CV）
は、
まちの価値を数値化した
ものだ。PIAZZAのアプリデータに基づき算出、
ユーザー
間の
「つながりの数」
「活動（参加・貢献）
の量」等が主な
指標。2018年7月現在、勝どき・月島・築地・晴海エリア

PIAZZA株式会社 代表取締役CEO

― PIAZZAでは、どんなご近所づきあいが生まれているの

では前月比13.3%増。
1人が約20人とつながりを持つ。

矢 野 晃 平さん

このように、
アプリを通じて都会でご近所同士がつながる
のは非常にイノベーティヴだ。

でしょうか。

近頃は働き方が多様化し、
自宅や近隣で働く人も少なく

PIAZZA（ピアッツァ）は、オンライン 上 のご 近 所コミュニティ

ない。
自分のまちで過ごす時間が増えたとき、私たちは立

SNSです。現在はエリアごとに展開しており、勝どきでは30〜

地や利便性よりも、人とのつながりや居心地などの精神

40代の3人に1人が利用しています。例えば、早朝子どもが熱

的豊かさを重視し、住む場所を選ぶようになるかもしれ

を出し、病院を探していたお母さん。
「 開いている病院を教えて

ない。江東区や港区でも事業成果指標として採用されて
いるCVは、今後はそうした指標としても期待できそうだ。

ほしい」
と呼びかけたら
「タクシーなら○○病院」
など、約4分で3
人から具体的なアドバイスがありました。結果的には、1時間以
内に合 計8人も、知らない方が 様々な情 報を提 供したんです。
このようにPIAZZAでは、もともとは地域にあった井戸端会議
のコミュニケーションをオンライン化しています。
―どのような経緯で立ち上げたのですか。
自分の子どもが 生まれてすぐ事 故に遭いました。看 病が 大 変
だった時、マンションの駐輪場で近所の方が「疲れているように
P r o f i l e

見えますが、大丈夫ですか？」
と声をかけてくれたんです。その

矢野 晃平（やの こうへい）

時“誰かが自分のことを見てくれている”と感じて、救われたんで
すよね。本当に大変な時に支えてくれるのは、遠くの親戚ではな

1985年生まれ、中央区在住。6歳、4歳の子どものパパ。幼少期から
会社員時代までを、
オランダ、
アメリカ、
カナダなどで過ごす。帰国後、証
券会社、
ゲーム会社を経て2015年にPIAZZAを創業。

んだ後、日本で関連の仕事をする予定でしたが、カナダの大学

―オンラインだけでなくオフライン、リアルな場も運営して

で日本の建築関連法規を学ばなかったため、就職できなかった

いますよね？

んです。その後は証券会社を経てゲーム会社に勤務。オンライ

はい、子育て支援施設「グロースリンクかちどき」
を運営していま

―ご自身の困りごとからビジネスが生まれたんですね。でも、

ンゲームのコミュニティがものすごく活性化している様子に可能

す。会員は約25,000人。月1,500人に利用されています。遊具

なぜオンラインで？

性を感じ、退職後PIAZZAをゼロから起業しました。ご近所づ

だけでなく、音楽・ダンス・プログラミングなど、約30種類の習

テクノロジーを駆使した次世代の街づくりカンパニー。
コ

きあいの精神的なハードルも、オンラインなら解決できます。まず

い事もあります。さらに、施設で教室を営む先生がPIAZZAで

ミュニティアプリ
「PIAZZA」
の開発・運営のほか、中央区

はオンラインでつながって、良いなと思ったらリアルでもつなが

告知すれば、生徒が増えて施設の稼働率も上がるシナジー効

では子育て支援施設を運営。
アプリは2年弱で、
1日の利

ればいい。自分が心地よいと感じるペースや距離感で、関係性

果がある。PIAZZAでつながった仲間がこの施設の菜園で枝

を作れるようにしたいなと。

豆を一緒に育てる
「勝どき枝豆プロジェクト」
なども生まれている

―確かに、若い世代や引っ越してきたばかりの人が地域コ

んです。

ミュニティに入 るのは、ハ ードル が 高いかもしれません ね。

―オンラインの仕組みを通じてリアルでの地域コミュニティ

例えば、お祭りでお神輿を担ぐとか…

が活性化する。理想的ですね。

そうですね。僕もお祭りなどの地域イベントにはあまり参加してい

本当にそう思います。かつては海外で働き、帰国後子どもの保

なくて。外に出るのが苦手というか、飲み会に行く時間があまり

育園探しに苦戦。ようやく入れたのがここ中央区・新川の保育

なくて
（笑）。一方で、オンラインの利点は気軽に始められること。

園でした。中央区は今や、2040年までの人口成長ランキング

グロースリンクかちどき

実はPIAZZAは実名でなくても登録できるんですね。その人が

が都内1位です
（※1）。そうした地域においてPIAZZAは、家事、

東京都中央区勝どき1-3-1

誰か？ということよりも子どもの年齢、出身地、好きな食べ物など、

育児、介護など、暮らしに根ざした困りごとを相談できるプラット

認定NPO法人フローレンスとPIAZZA株式会社が協働

バックグラウンドを知る方が関わりの接点を見つけやすい。いき

フォームであってほしい。まさに地域の新たなセーフティネットで

なりお神輿を担ぐのは勇気がいるという人は、そうした仕掛けを

すよね。家庭や職場とも違う、世代を超えてみんなが気軽に支

活用し、ステップを踏みながら地域に馴染む選択肢もあると思

え合える場でありたいと思います。

く近所の人だと。そうしたご近所づきあいを作るために、地域に
は広場が必要だと思ったんです。

15歳の頃、
『 街並みの美学』
という本でPIAZZA（イタリア語で
広場）の概念と出会いました。カナダの大学で土木・建築を学

◀アプリをダウンロードすれば、
困りごとの相談、必要なものの
譲り合いができるほか、
イベント
やおすすめカフェの情報などを
キャッチできる。

▶グロースリンクかちどき
の象徴・プレイホール。
「まちの広場を作りたかっ
た僕にとって、
リアルコミュ
ニティを運営できるのは
本望ですね」
。

います。

（※1）野村総合研究所「日本の不動産投資市場2017」

PIAZZA株式会社
東京都中央区勝どき3-6-7 602

用者数が約8倍に成長。2018 年7月には中央区と協定
締結、区内全域でアプリが利用可能に。

Brillia ist Tower 勝どき 1F

運営する子育て支援施設。
プレイホールやじゃぶじゃぶ
池、
習い事ができるスタジオ等がある。
〔営業時間〕月曜 11時〜15時、火〜土曜10時〜17時
（小学生13時〜17時）。
日曜定休。

