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caféから始まるおもしろまちづくり
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自己紹介

散居村と呼ばれる砺波平野

（富山県）

上大岡のオフィスタワー

（横浜市港南区）

誕生～30歳まで

（途中数年間海外放浪や首都圏）

31歳～

富山県福野町→横浜市へ



profile 株式会社イータウン代表取締役 齋藤 保

たくさんのヒトの想いや、コトの価値を伝えたい
1998年～

横浜での暮らし

2000年～

自宅で起業

地域
参加

人との
出会い

レポーター活動 交流交差点構想

2005年

タウンカフェ

2002年～

まちの情報取材

自宅で
起業

活動
実践者



株式会社イータウンって？



港南台タウンカフェ
コミュニティカフェ

2005年から運営する地域交流拠点/商店会・NPOとの三者連携

港南区民活動支援センターブランチ



新川崎タウンカフェ
コミュニティカフェ

2016年11月再開発ビルの1Fにオープン。三井不動産レジデンシャル様
との協力連携事業。地元のボランティアやNPO、商店会メンバーなど
地域の交わりも生まれだしています



鹿島田デイズ
コワーキングカフェ・エリアマネジメント

地域の企業や商店会、団体、市民らで構成されたエリアマネジメント
組織。2018年9月設立。

イータウンはコワーキングカフェ運営受託＆コンサルティング







まちづくり
コミュニティカフェやソーシャルビジネス



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

起業家セミナーや

現場視察会等の企画運営

株式会社イータウンの取り組み

コンサルティング

アドバイザー

ノウハウ移転サポート

講演会・セミナー

ワークショップ等の

講師/企画運営

＊行政（国・地方自治体）や、商工会、商店街、社会福祉協議会、

民間企業、起業家など



デザイン
価値を伝えるためのデザイン



この数年は、特に地域・福祉・まちづくりといった、社
会性・公益性の高い事業や団体の情報発信や広告の業務
が7割を超える

企業や事業者の情報をデザイン



株式会社イータウンって？



横浜市内の約15のコミュニティカフェ

実践者、研究者で構成している団体

2014年に設立。

2015年度より、横浜市市民局との協働事業

として、cafe型中間支援機能の創出・強化・

普及事業を実施

横浜コミュニティカフェネットワーク代表





港南台タウンカフェの立地

JR港南台駅前

東京からは電車で約1時間。
横浜の中心部、「みなとみらい・元町・中華街」からは約20分です。
閑静な住宅街や団地が広がる、緑豊かな街として知られています。

東京
（TOKYO）

神奈川

千葉

埼玉

港南台

横浜



港南台のまち

昭和40年代に計画的に

開発された新興住宅地

JR港南台駅は昭和48年4月開業

●人口動態

港南台駅＝約4万人/1日乗降者数

港南区＝約23万人・約8万世帯

1964年（昭和39年）

1971年（昭和46年）



港南台タウンカフェの立地

JR港南台駅徒歩2分 ビルの2階部分



港南台タウンカフェへようこそ！

•港南台タウンカフェエントランス



機能①～カフェサロン

県産材スギを多用した22坪の小さな空間

セルフサービスのドリンクと、ス
イーツや軽食販売を行っています。

地元のパン屋さん、ケーキ屋さん、
おせんべい、お弁当など



機能②～小箱ショップ

100近くの小箱ショップ（レンタル棚）の

9割は地元の手作り作品など



機能③～地域連携活動・イベント
音楽通り、飲み会交流会、まちサロンなど

毎月1回の飲み会交流会「もっと×２交流ステーション」
地元商店会の交流勉強会

音楽通りinCAFE



機能③-まちの活動事例

もっと×２交流ステーション

• 毎月1回の自由な交流飲み会（参加費700円）

• 誰でも気軽に参加・交流できる「いい加減」な飲み会

• 2018年で100回を超える開催



機能③-まちの活動事例

まちサロンinCafe

• 毎月1回地域の方がゲストとしてボランティア出演。

• 様々なテーマに沿ったお話や交流の機会（参加費800円～
1000円）



機能③-まちの活動事例 01
キャンドルナイトin港南台

たまごと廃油のキャンドルづくり
を！から始まった取り組み。



機能③-01まちの活動事例

キャンドルナイトin港南台

市民発意の手作りイベント。エコキャンドルづくりやライトオ
フ、広報協力、寄付金、物品提供など、そのプロセスが多くの
市民、企業、団体を巻き込んで成長していきました。



2010年9月には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

つぶやきから地域の大きな
活動に拡がりました

機能③-01まちの活動事例
キャンドルナイトin港南台



機能③-まちの活動事例 02
中学生まちを支える仕事レポート活動



機能③-まちの活動事例 03
港南台まちあるスタンプラリー
港南台商店会でスタンプラリーをやろう！
→「うなぎ」で作戦会議開始
→商店会で初めての若手チーム＋市民ボランティアで「まちある隊」結成！
→商店会15店舗＋非会員30店舗
「港南台タウンカフェ」の動きを見ていたから…の言葉



機能④～港南台テント村

1998年から開催されているフリーマーケット

港南台タウンカフェが誕生したキッカケとなった



港南台テント村

屋外の交流拠点としての機能

街の参加型イベントとして、学生・若者や主婦らの

市民ボランティアが中心に交流イベントなどを企画運営



機能⑤～まちの情報発信基地
地域サイト運営やかわら版発行など



取材がきっかけでつながること
～まちの人や団体



取材を通して、発見できること
～まちの価値や人の魅力、気づき



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 まちの情報 交流イベント



機能⑥～まちの事務局
地域コーディネイトや地域情報発信



機能～
港南区民活動支援センターブランチ



港南台タウンカフェって…

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



３団体の事務局が同居するカフェ

タウンカフェのバックヤードは、
3つの組織の事務局が集まる
共同オフィス的な
まちづくり事務局

045-520-8550

045-833-5944

045-832-3855

株式会社イータウン

横浜港南台商店会

まちづくりフォーラム港南



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と
事業、地域の関係づくり



これらの事業のほとんどの
事務局や運営は株式会社
イータウンとして実施



運営スタッフ・ボランティア



運営スタッフ

有償
スタッフ

7名

ボラン
ティア
約20名



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



タウンカフェに関わる人たち



コミュニティカフェ
5つのポイント



タウンカフェがもつ4つの機能



ポイント１
居場所機能



間口～ハード編

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



お茶を飲んだり自由に語ったり
ミーティングをしたり。。。

敷居が低い＝間口が広い空間（場）



敷居が低い＝間口が広い空間（場）

気に入ったイベント等あれば
一人でも気軽に参加できる



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

敷居が低い＝間口が広い空間（場）



港南台テント村～屋外の拠点

1998年から開催されている

フリーマーケット。



●ポイント１：まちの窓口機能

こうした活動や事業は、
特別な人たちだけの「関係」や「場」ではなく、
「ウエルカム機能」＋ 「街と関わるきっかけ機能」
を持ちあわせているのです。



ポイント２

つながり機能
地域との関わり



中学生職業体験レポート活動



ふーのん（港南台タウンカフェ通信）



「手作り作家」から「まちの人」「地域の担い手」に変化してきました。

巻き込みの事例（１）
小箱から飛び出して出会いや交流を！



つながり～

つながりの
事例から
学ぶ

小箱ショップは「まちの宝箱」

当たり前のようで意外な発見!?



小箱ショップは、
自分の作品を
見て欲しい！買って欲しい！
作家さんや福祉作業所、事業者の
展示・販売を行う
委託販売の「お店」です。

でも、、、

100人の「契約者」がいるということは、
100人の「地域で暮らす仲間」が
いるということ

小箱ショップは「まちの宝箱」
つながりの事例

当たり前のようで、意外な発見!?

事例



小箱から飛び出して、出会いや交流を！

小箱スクエア＝作家さんたちの制作実演や
プチ教室、展示会など
思いを伝えたり、アイディアをいただいたり・・・オーナー
さんがお客様と親しくなる機会。

小箱から生まれる人のつながり



ギャラリーの展示風景

みんなのアイディアなどから・・・



私の手作りのものを役立ててほしい

中越地震・ミャンマーサイクロン・東日本大震災など

活動紹介～募金活動

東日本大震災復興支援募金の報告
これまで累計 339,501 円
（うち手づくり募金への募金が127,654円）



特技やスキルを活かして・・・。2018年から始まったシニア向けのプロ

グラム「こもれびカフェ」でのゲストや講師としてボランティア協力

地域参加
～こもれびカフェゲスト・講師

編み物や折り紙、琴演奏、ラフターヨガなど小箱
ショップを超えて、多彩な活動が展開



2016年には約1000名の来場者、40名の運営スタッフ、60社の賛同企業・団体、
1000個を超えるキャンドルというイベントに成長しました

つぶやきから地域の大きな
活動に拡がりました

キャンドルナイトin港南台
つながりの事例



小箱ショップは「まちの宝箱」
つながりの事例

当たり前のようで、意外な発見!?

事例



つながり～

つながりの
事例から
学ぶ

港南台まちある隊

7年の沈黙をやぶってデビュー！



つながりの
事例から
学ぶ

港南台まちある隊

商店会の若手×地元事業者×市民のコラボ



7年の沈黙を破って若手事業者らによる自発性と主体性をもったチーム

「港南台まちある隊」がデビュー！

港南台まちある隊
つながりの事例

商店会の若手×地元事業者×市民のコラボ

これまで親まかせだった
商店会メンバーの
若手後継者たち

これまで遠巻きに

傍観していた

若手事業家

港南台タウンカフェの

ボランティアなど

×

×



7年の沈黙を破って若手事業者らによる自発性と主体性をもったチーム

「港南台まちある隊」がデビュー

港南台まちある隊
つながりの事例

商店会の若手×地元事業者×市民のコラボ

親に言われて無理やりきた？
稲村会長に声かけられた？
うなぎが食べたかった？
実はちょっとだけ興味があった？
いろんな理由で集まった若手たち。

実はお互い面識ないわけじゃないけど、
一緒に語ることは
ほとんど無かったそうです。



7年の沈黙を破って若手事業者らによる自発性と主体性をもったチーム

「港南台まちある隊」がデビュー

港南台まちある隊
つながりの事例

商店会の若手×地元事業者×市民のコラボ

実は、ちょっと予算があって、スタンプ
ラリーをやろうということだけは決まっ
ているんですが、、、。

の呼びかけで集まった

5－6名の商店会役員の

ご子息中心に企画会議が始まりました。



港南台まちある隊
つながりの事例

商店会の若手×地元事業者×市民のコラボ

気が付くと、

えらい盛り上がりになって、夜遅くまで
の打ち合わせが続きこちらが振り回され
る始末に。。。

ポスター撮影にスタンプづくり、抽選会
のかぶりものまで！！



7年の沈黙を破って若手事業者らによる自発性と主体性をもったチーム

「港南台まちある隊」がデビュー

港南台まちある隊
つながりの事例

商店会の若手×地元事業者×市民のコラボ

でも、さすがの実行力と行動力は

経営者ならでは！

また、地元のネットワークが強く、

あっという間に、

仲間の事業者も増えていきました！



現在（2012→2014年）では、商店会の中核を担う人材となり、

まちあるスタンプラリーのみならず、地域の情報発信、ちょい呑みイベン
トなど3つのチームに分かれて活動が展開されています！

港南台まちある隊
つながりの事例

商店会の若手×地元事業者×市民のコラボ

港南台
まちあるスタンプラリー

港南台ちょい呑み

フェスティバル

港南台

地域情報



タウンカフェに関わる人たち



●ポイント２：人の巻き込み機能

出会いのチャンスを逃さず、仲間づくりを！

・相対する関係から、同じ方向を向く関係づくりへ
・あなたと一緒に「●●」したい！という気持ちを伝えよう
・「やるとこうなるよね！」という成果イメージを共有しよう！



ポイント３
学び合い機能



学びのチャンス（１）
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



学びのチャンス（２）
劇のシナリオづくり！？

タウンカフェを伝える劇のシナリオづくり

ワークショップの様子。ベテランスタッフから高校生ボランティアらが一緒に知恵を
出し合う中で日頃の活動をふりかえる機会とします。



学びのチャンス（３）
プロとしての事業へ

地域性や社会性

＋
プロとしてのサービスや
商品力をもつための
意識啓発・向上



居場所からステップアップできる場として



●ポイント３：学び合いの機能

・関わりやすい場や人の循環機能があること
・学び合う意識と機能（ツール）をもっていること
・ステップアップできる機会の提供



ポイント4
主体性と自立性



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

タウンカフェ運営のこだわりポイント



まちづくりフォーラム港南の動き



●ポイント4：主体性と自立性

・市民の意識をもって、地域ニーズをとらえ、課題解決に取り
組むこと

・補助や助成金などに頼りすぎること無く、自立した事業とし
て継続できること

社会性 事業性





ポイント5
まちのつなぎ機能



取材がきっかけでつながること



2010年9月には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

つぶやきから地域の大きな
活動に拡がりました

キャンドルナイトin港南台



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



まちサロンinCAFE
2008年 ガリバーマップ港南台高校・竹林まつり

090215ガリバーシンポジウム

091107ガリバーの足跡探しまち歩き

100227港南台地域元気フォーラム

101015子ども・まち・元気フォーラム

110220タウンカフェシンポジウム「地域で育つ子どもたち」

110923港南台地域元気フォーラム2011「協働から総働へ～まちづくりを考
えよう」

120701港南台地域元気ミニフォーラム

121007港南台地域元気フォーラム2012「語ろう！まちへのメッセージ」

140204港南台地域元気フォーラム2014「つながりあおう！人も活動も」

港南台地域元気フォーラム
つながりの事例

自分たちの身の丈にあった地域への働きかけ
地域の中での立場や役割を考えて。。。



タウンカフェのネットワーク
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イーパーツ

横浜
アートプロジェクト

アリスセンター

港南区役所

地モノ市

ちゃん
こ

いしだ園

えちごそうる

テント村

神奈川県

地元企業

横浜NGO連絡会

もっと×２

交流ステーショ
ン

ロータリークラブ

市民セクターよこはま

ＦＨＣＹ

ウォークラ
リー

貸しギャラリー

ASSA

行政

企業・
事業者

自治会
町内会
各種団体

中間支
援機関 NPO

地域団体

地元
飲食店

作家

アーティ
スト

市民



●ポイント5：つなぎ機能

・つながるためのいろんな道具が活用できる！
・開かれている場と意識から信頼関係～つながりが生まれる。
・フラットな関係が、ナナメのつながりをつくり社会を変える！



タウンカフェがもつ4つの機能



つながり～

空間

ゆとりある空間

コミュニティカフェに
ダイジな4つの「間」

人間

時間

隙間

・ゆったりとしたスペー
スでくつろげる場

・いろんな関わりの機会
がもてる場
⇔客席数増で利益

人と人との間合い

・人と人との関係づくり・
仲間づくり
・受け止め、つなぐ機能

⇔ シャリーンで利便性
の高いシステム

ゆっくりとした
時間の流れ

・ゆっくりとした時間を過
ごしてもらう場

・出会いや関係づくりの
機会
⇔回転率アップで利益

地域社会ニーズ

・現行の制度やサービ
スにはない、社会課題
の隙間を埋める機能

⇔ 儲かる制度や固定
化された仕組み



事業・活動の発展プロセス
想いをカタチにするために

vol .07：市民発意であること



石の上にも三年・・・
地域の仕事
7つのツボ

ご静聴ありがとうございました
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