こどもと暮らすこのまちで、
安心して相談できる場所がある。
自営業。長男二歳。保育園に入れず寝る時間を削る日々。
このまま子育てと仕事をすることに体力の限界を感じ、
パートやフリーランス、就活中の家庭も優先的に利用できる
にじいろおうちえんに連絡しました。
まだ預けたばかりで子どもも私自身も新しい環境で不安もある。
でも相談できる場所が見つかってよかった。

Vision

&

Activity

どんな背景を持っていても
受け入れられる社会へ
わたしたちは、市川市で40年以上、ひとり親家庭や学校に行っていない子どもたち、
そして発達障害の子どもたちとその家族に寄り添った学習環境をつくってきました。
現在は学習支援にとどまらず、地域や行政、学校などと連携し、
大人も子どもも安心して過ごせるまちづくりに取り組んでいます。

貧困

見つける
地域のコミュニティスペース・カフェ＆
無料の学習支援教室

社会 制度の
狭間にある課 題
発達障害

企業主導型保育園

不登校

安心して
暮らせるまちへ

地域の学び舎「プラット」

にじいろおうちえん

ひとり親

自在塾

学習支援

仲間をふやす

クラウドファンディング
研修・コンサルティング

高校進学に不安がある中学生へ

スタジオplus＋

発達障害を持つ小中学生へ

（児童福祉法に基づく放課後等デイサービス事業）

数字でみる学習支援事業

自分に対して
満足している

73 %

在籍生徒の約7割が自分に対して
「満足」も

しくは「どちらかといえば満足」
と回答してい
学習支援に特化した教室を5教室運営／在籍生徒191名
（千葉県市川市・東京都江戸川区・2018年4月末時点）

運 営 施設一覧

ます。
全国の若者を対象とした内閣府統計で
は45.8%です。
（出典：平成25年度我が国と諸外国の

心配や不安が
軽減した

85.1 %

1年以上在籍している生徒の保護者の8割が

「自在塾もしくはスタジオplus+に通ったこと

で心配や不安が軽減した」
と回答しています。

若者の意識に関する調査）

自在塾 千葉県市川市平田2-8-1
スタジオplus+市川駅前教室 千葉県市川市市川1-11-8 ルミノッソ市川4階
スタジオplus+市川中央教室 千葉県市川市市川1-9-1 AKIOビル4Ｆ
スタジオplus+本八幡教室 千葉県市川市八幡3-8-19 第9モリビル3階
スタジオplus+瑞江教室 東京都江戸川区東瑞江3-41-6 UHRビル201号
地域の学び舎「プラット」千葉県市川市平田2-8-1
にじいろおうちえん 千葉県市川市市川1-12-23 メゾンドロワール202号室

☎ 047-718-2330
☎ 047-316-0569
☎ 047-711-1139
☎ 047-316-1366
☎ 03-6638-8136
☎ 047-718-2330
☎ 047-712-5022

利用者の方の声

パート・フリーランスの方も安心して預けられる保育園
「にじいろおうちえん」2018年2月開園
にじいろおうちえんは、認可保育園には入りづらく、状況に

よっては孤立しやすい、
パートやフリーランス、就活中のご家庭
が優先的に利用できる保育園です。

企業主導型という内閣府の制度を利用しています。
市区町村

に申し込みをする認可保育園と異なり、保護者は直接保育園

と契約するため、働き方に合わせて利用頻度や保育時間など
柔軟に相談できます。

保育園は子育て家庭にとって最初に出会う社会。
困ったこと

があれば気軽に相談でき、卒園後もずっとつながれる
「子育て
家庭のプラットフォーム」を目指しています。

保育室のとなりにはコミュニティスペースを併設し、子育てが
始まるのと同時に、子どもも保護者も、安心できるコミュニ

ティとつながりながら、暮らしていける環境づくりに貢献しま

す。

自営業だから保育園に入れない。
仕事と子育ての両立に限界。

Voice from User

「誰かに相談できる」ことの安心感。
にじいろおうちえんが開園することを友人から聞き、
このまま
子育てと仕事をすることに体力の限界を感じて、
ホームペー

ジを見てみました。
オープンするきっかけや保育理念を読んで

「ここだったら話を聞いてもらえるかも」
と思いました。

私は子どもたちを相手にする仕事なので、主に放課後が仕事

の時間です。
そうなると認可保育園の規定時間から外れてし

まう。
地域ボランティアの方に預けられるサービスも利用して
いたけど、毎回お願いできるとは限らなくて、仕事をする上で
常に不安要素を心に抱えていました。

にじいろおうちえんは夜7時半まで預かってもらえるのでニー

ズに合っていて、
とっても助かりました。
まだ預けたばかりで子
どもも私自身も新しい環境で不安もありますが、入園前に

じっくり私の状況を聞いてくれて、入園後もいつも保育士さん
やスタッフさんが明るく声をかけて下さるので、今後も何か
困ったことがあれば相談したいと思っています。

造形教室の運営をしています。
長男が生まれてからは地域の

ママ友に助けてもらいながら仕事を続けていたのですが、勤

務時間が短い自営業のため、
フルタイム勤務の人が優先の認
可保育園には預けられませんでした。

仕事量は増えていく中で、睡眠時間を削る日々。
子育てと仕事

で忙しすぎて、自分で空きがある保育園を探すこともなかな

かできませんでした。
一時保育は、空きがあるかどうかを市は
把握していないので、個々の保育園に問合せないといけない

のでそれも負担でした。

保育園併設のコミュニティスペース。
週1回保護者の方以外も利用できるカフェをオープンしています。

寄付 者 の 方の声

Voice from Supporter

社会制度の狭間にある人々と向き合い、
法律事務所くらふと 坪内清久さん（ 弁護士 ）
光を当てる
ダイバーシティ工房は、制度の狭間にある人々を支援する団体です。
具体的には、学校

で生きづらさを感じている小中学生、18～20歳といった子どもと成人の間の世代、本当
は働けるのに保育園に入れなかったことでキャリアが途切れてしまう母親といった

方々です。
弁護士というのはあくまで法制度を使いこなして権利を実現する職です。

地域の学び舎「プラット」での無料学習教室の様子

私が弁護士になったのは、自分の被虐待経験等を踏まえ子どもの法的支援をしたいと考えたからですが、枠組みがないとできるこ

とが少ない職であるのも事実です。
そんな難しい課題に果敢に取り組んでいる団体はダイバーシティ工房しかないように感じます。
私もボランティアや寄付で貢献し、子どもたちが一人でも救われることを願っています。
これからのチャレンジにも期待しています！

資 金 調 達 実績
マンスリーサポーター

単発寄付

¥ 230,000 支援者数11名

¥ 571,000

クラウドファンディング

支援者数15名

¥ 1,777,000
支援者数186名
¥ 2,508,000
支援者数250名
待機児童数全国ワースト４！の千葉県市川市で
帰る場所は家だけじゃない。
ずっとつながれる保育園をつくる
（にじいろおうちえん） 安心して家出できる場所をつくりたい
（地域の学び舎「プラット」
）

助成金

・公益社団法人日本フィランソロピー（未成年の女性向け一次避難シェルター事業）¥ 1,000,000

・国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金（地域の学び舎「プラット」を拠点とした地域の大人と子どもの交流事業）¥ 202,000
・生活クラブ虹の街 子ども食堂基金（困窮家庭へのアウトリーチを目的としたこども食堂事業）¥ 50,000

2 0 1 7 年 度会計報告及び2 0 18 年 度 計 画

170,000

（千円）

収入推移

6,708

439
1,512
313

145,000

95,000
70,000

901
7,773
3,874

14
2,171
4,294

45,000

68,197

51,664

20,000

2014年度

2015年度

2017年度 2018年度（予測）

2016年度

中退予防事業（自在塾・無料学習支援）
保育事業（にじいろおうちえん）

発達支援事業（スタジオplus+）

コンサルティング・研修事業

コミュニティスペース事業（地域の学び舎プラット）

寄付金・助成金

2017年度収入比率
21.4 %

寄付金・助成金

0.3 %

2.2 %

中退予防事業

コンサルティング
研修事業

1.1 %

2014年度

2015年度

34,876

2,247

38,302

4,544

61,115
2016年度

中退予防事業（自在塾・無料学習支援）
保育事業（にじいろおうちえん）

4,104

64,290

2,400

26,474
5,827

65,342

2017年度 2018年度（予測）
発達支援事業（スタジオplus+）

コンサルティング・研修事業

コミュニティスペース事業（地域の学び舎プラット）

管理費

2017 年度はアウトリーチを目的としたコミュニティスペースと企業主導型保育開始

のために資金を投入しました。これにより既存の制度を利用できず困窮に陥りやす

い10 代の女性の相談支援や、フリーランスやパートタイムなどで働く家庭の雇用の

収入面では課題であった収入源の偏りを改善すべく、寄付収入を増やすためクラウ

74.7 %

500 万円を超えるご支援を集めることができました。2018 年度は保育事業の安定

発達支援事業

した運営を行うことにより、全収入比率の 4 割程度を担うことで、収支バランスを
是正し、持続可能な組織づくりを目指します。

〒272-0034 千葉県市川市市川1丁目9番地1号 AKIOビル 4階
047-711-1136 / info@diversitykobo.org
設立

28,651

57,976

ドファンディングを2 回実施しました。その結果、
法人設立以来最大の寄付額となり、

保育事業

職員数

1,200

900
15,889
2,309

29,962

1,500

36,292

9,218

継続に貢献しました。

コミュニティ
スペース事業

0.2 %

1,500

92,500

104,105

82,359

40,119

300
4,000
3,720

3,087

1,666
10,237
3,275

3,914

55,675

29,818

120,000

支出推移

1976年（NPO法人化2012年）

代表理事

不破牧子

75名（2018年4月30日現在）
常勤・非常勤・契約・インターン・プロボノ・ボランティア含む

銀行口座
Facebook

Webサイト

ゆうちょ銀行 ０５８支店 普通 6389110
トクヒ）ダイバーシティコウボウ
www.facebook.com/diversity.cobo
http://diversitykobo.org

