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キッズライン
̶シェアリングエコノミーで日本にベビーシッターの文化を広めたい̶

インタビュアー
塚越 学（つかごし まなぶ）
ダイバーシティ＆ワークライフバランス推進部 上席シニアコンサルタント

公認会計士。有限責任監査法人トーマツ監査部門マネージャーを経て現職。人材育成研修講師・教材開発やWLB系プロ
ジェクトに男性メンバーとして参画した経験を活かし、各社に応じたダイバーシティやワークライフバランス、働き方改革に関する
企業コンサルティング、職場に効果的な研修・ワークショップ構築・提案に定評がある。2009 年、2011 年、2014 年に
育児休業を取得し、男性の育児家事参画や子ども子育て支援にも明るく、特に、男性の育休促進、育児と仕事の両立支援、
男性管理職意識啓発、女性活躍推進関連をテーマとした研修講師を務めることが多い。国土交通省「女性が輝く社会づく
りにつながるトイレ等の環境整備・利用のあり方に関する協議会」委員、「東京都男女平等参画審議会」委員など。

企画・取材・執筆
石川 裕子（いしかわ ゆうこ）
経営センサー編集部

2004年青山学院大学大学院国際マネジメント研究科修了。経営学修士（MBA）。東京工業大学大学院情報理工学研
究科産学官連携研究員を経て、2004年より東レ経営研究所 人材開発部。教育プログラム開発、異業種交流研究会「戦
略的技術マネジメント研修」の企画・運営を担当。2010年から現職。

株式会社キッズライン 代表取締役社長
経沢 香保子（つねざわ かほこ）氏
桜蔭高校・慶應義塾大学卒業。リクルート、楽天を経て26歳の時に自宅で女性向け商品のマーケティング会社のトレンダー
ズを設立し、2012 年、当時女性最年少で東証マザーズ上場（IPO）。2014 年に2回目の起業では、ベビーシッターサー
ビス「キッズライン」（https://kidsline.me/） を運営。「日本にベビーシッターの文化」を広め、女性が輝く社会を実現させる
ことを目指す。主著に、『自分の会社をつくるということ』（ダイヤモンド社、2005 年）、『すべての女は、自由である。』（ダイ
ヤモンド社、2016 年）等。
なお、キッズラインは、多くの注目企業が最先端のサービス事業を競い合うインフィニィティ・ベンチャーズ・サミット2015にて、
優勝をしている。

キッズラインのサービスとは
　キッズラインは、いわゆる「シェアリングエコ
ノミー 1」による、ベビーシッターマッチングサー
ビスでネットで即時予約できる、安心、安全、安
価なサービスを目指している。1時間 1,000 円か
らという、ベビーシッター業界半値以下である利
用料金、即日24時間予約でき、ベビーシッター
登録者（同社では、キッズサポーターと呼ぶ）の
顔写真、保有資格、経歴、利用料金、登録スケジュー
ルなどの情報に加え、利用者からの体験レビュー
（利用後の感想）までも確認することができる。キッ

ズサポーターの情報を提供することにより、母親
や子供に合った条件でシッターを選ぶことを可能
にしている。

キッズライン立ち上げの経緯、
事業概要について
塚越：キッズラインについて、立ち上げの経緯、
サービス内容について詳しく教えてください。

経沢：私は30代に 3人の子どもを出産しながら、
前職ではトレンダーズというマーケティングの会

1    インターネットを介し、個人間で余剰なモノや労働力のやりとりをすること
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社を、2012年当時女性社長最年少で上場させた経
験を持っています。それができたのは、ベビーシッ
ターさんがいたからです。そこで、2回目の起業
では、キッズラインというベビーシッターマッチ
ングサービスを開発しました。
　フルタイムでは働けない保育士や看護師の方や、
主婦の方などで、育児スキルがある方にシッター
として活動していただき、ワーキングマザーなど
を繋ぐサービスを考えました。
　これまで、日本でベビーシッターは、富裕層向
けのサービスであり、すべてのご家庭には広がり
ませんでした。キッズラインの値段は、入会金、
年会費ゼロです。利用した分だけの課金制で、サ
ポーター（シッター）は、1時間 1,000 円～自分
の好きな価格で登録することができます。私たち
は ITを活用することで、マッチングのコストを
最小限にし、業界一の安さと利便性のあるサービ
スにすることができました。
　そして、安全性ですが、キッズラインに登録し

ているサポーターたちは、全員、弊社員との面接
を経て現場でのOJTをしてからサポーターになり
ます。さらに利用者は皆さん評価を書き込む仕組
みになっています。そのため、良い感想や改善す
べき点など共有し、弊社では常に、サポーターの
サービスクオリティーをチェックしています。
　
可視化の徹底で、利用者のハードルを下げ、
安心感を提供
　母親が利用しにくいと思う課題や問題点を解消
するために、キッズラインでは「可視化」が不可
欠と考え、サービス内容を十分検証し、拡大とリ
ニューアルを続けてきました。今では、ベビーシッ
ターのプロから、気楽に簡単な依頼ができる身近
なサポーターまで幅広く対応できるようになって
います。
　キッズラインの特徴としては、以下の4点が挙
げられます。
　①   24 時間オンライン上で、希望するサポーター

子どもの対象年齢は0歳から15歳まで。 

母親の産前産後ケア、バイリンガル英語や家庭教師の依頼にも対応しています。 

事前に全シッターの詳細なプロフィールが見られるばかりではなく、利用者全員の口コミ評価や、 

Facebookで繋がる友人の利用シッターがわかるなど安心して手配する事ができます。

ペアレント

登録

支払い

検索・依頼

登録・掲載

決済代行

料金の10%

サポート（シッティング）

キッズライン 予約受付 サポーター

キッズラインは、通常のベビーシッターサービスの約3分の1の値段で、 
1時間1,000円～即日手配も可能なオンラインベビーシッターサービスです。

Copyright ©2017 株式会社キッズライン（KIDSLINE Inc.）All Rights Reserved.

図表 1　 キッズラインの事業構造

出所：（株）キッズライン

キッズライン
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の検索が可能です。今までのベビーシッター
派遣会社では、例えば、受付本部が17時ま
でしか連絡がつかないなど、費用が高く継続
的な利用ができない、事前にシッターの顔も
評判も分からないなどの問題がありました。

　②   キッズラインでは、保育中に万が一事故が起
きた時のために最大5億円の損害保険にも
入っています。

　③   すべてのキッズラインの体験レビューが見ら
れること、保育士資格保有状況などをオープ
ンにしています。利用者とサポーターには、
保育をお願いする前に会っていただくことを
推奨していますが、事前に会えなくても、IT
ツールを使って可視化しているため、安心し
て依頼できます。

　④   サービス体制の安心・安全・便利が両立し、
利用者のニーズに合わせてサービスを行って
います。

　

塚越：最初に利用者が気にするのは、やはり質で
すよね。「インターネットで大丈夫？」「何か事故
があったらどうするの？」と。利用者の心理的な
壁は感じますか？

経沢：まだサービスを開始して2年半ぐらいです
が、大きな事故はゼロでした。とにかく99％では
ダメなので、スピードよりも100％のクオリティー
とオペレーションをしっかりやってきました。
　感覚値でわかったことは、事前に想定した以上
にお子さんの預け先に困っている方が多かった。
キッズラインが、自分が育児をしている時にあれ
ばよかったと、言っていただきます。同時に、利
用している方の心理的な壁よりも、「夫と意見が合
致しない」「お義

か あ

母様が嫌がる」など、子どもを預
けることへの、周囲の心理的な壁が大きいという
のも根強くあります。

塚越：もともと子どもを育てることは、親だって

24時間即日予約も可能 
パソコンかスマホから、すぐにベビーシッターを探せます 

Copyright ©2017 株式会社キッズライン（KIDSLINE Inc.）All Rights Reserved.

《 サポートまでの流れ 》 

図表 2　キッズラインの仕組み

出所：（株）キッズライン
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100％でやっているわけではなくて、色々な事故
もありますが、それが外部サービス事業者に頼ん
だ瞬間にとても批判される。一方、肉親に保育を
お願いするのではなく、サービス事業者にお金を
支払って依頼することに抵抗がありますね。

経沢：社会的背景として、優秀な学生が地方から
東京に来て就職するという一極集中の流れがあり
ます。親との同居率が8％しかない日本は、親か
ら子へ育児の方法が継承されにくいのです。逆に、
地方で過疎化が進み、保育園を作ることが非効率
的になってしまえば、育児を助け合う仕組みの必
要性も出てきますし、東京では逆に用地不足で、
保育園が新設できず、育児を担ってくれる人がい
ないという、都市と地方での不整合もあります。
　少子化が加速しているので、公共的な支援とし

て国ももっと力を入れていくでしょうし、女性が
働きながら育てるとなると、すべてを自分で担う
こともできず、外部サービスの活用も広まるでしょ
う。そのようなさまざまな流れを考えると、保育
園以外の育児サポートサービスは間違いなく必要
となってくるだろうと思っています。
　キッズラインは多くの人に信頼いただき口コミ
で広まっているので、「キッズラインが認知されれ
ば利用者は広がる」という感じがしています。私
は最終的に、小倉昌男氏がさまざまな障壁を乗り
越えて作った宅配サービス、「クロネコヤマト」2

のような、これまでになかった育児のサポートサー
ビスで、全国をネットワーク化していきたいと思
います。

塚越：今サービスを始めて、2年かけてここまで

2    1976 年　ヤマト運輸の当時の社長小倉昌男氏が “発明” した、日本発の民間企業による小口配送事業「クロネコヤマト」の宅急
便のサービス。オンリーワン（日本初）のサービスを実現し、ナンバーワン（日本一）の事業に育てることを目指した。

〈従来サービス〉 〈キッズライン〉 

徹底的なIT化により中間業務コストを大幅削減。 
手数料10%を実現  

従来価格の1/3を実現 
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図表 3　 キッズラインの収益構造

出所：（株）キッズライン
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来たので、「クロネコヤマト」のように、全国をネッ
トワーク化する育児サポートサービスになること
を期待したいですね。そのためにも、特に保育す
る上で、リスク管理の徹底がポイントになりそう
です。

経沢：私たちがどこまで実績を積み重ね、社会に
信用を得るかだと思っています。利用者が不在中、
子どもとサポーターの様子が心配な場合は、Safie
（セーフィー）3という会社と提携しているため、
月額980円で利用できるWebカメラを設置し、お
子さんの状況を確認することもできます（導入代
金はユーザー負担）。

塚越： ITとの組み合わせによるサービス向上は、
いいですね。

昭和のOS、ロールモデルに縛られる
現代の親たち
塚越：私は、5年間ほど大田区で両親学級の講師
も担当しています。そこで、毎年約1,000人のこ
れから第一子の出産を迎える夫婦に話をしていま
す。若い世代から40代を超えてから第一子とい
う方まで色々です。自分が父親・母親になろうと
思った時にロールモデルにしがちなのが自分の両
親なのですが、これは、20～ 30年前のロールモ

デルです。
　これから子育てをする彼らにとっては、20～
30年前とは環境が変わっているし、同じものをイ
ンストールしようと思ったらつらいのに、私がそ
れを言ってあげるまでは気付かないのです。だか
ら、自分の父親は働いていたし、母親は専業主婦
だったのが影響しているのか、「子どもを産んでも
育休は母親が取る」「父親の育休はそもそも選択肢
にない」とか、「短時間勤務も母親が取ればいい」「子
どもが病気になっても病児保育は母親が休めばい
い」など。イマドキの父親も母親も同じように考
えていることが、結構深刻だと思います。

経沢：そのような「親子の呪い」みたいなものは
根強いですよね。成人すれば、自分で人生が作れ
るのに、いつまでたっても「親がこういうからこ
うしなくちゃ」と思っている社会人も結構いるよ
うに思います。
　それはなぜそうなったかと言うと、私の持論で
すが、戦後の住宅団地政策だと思うのです。戦後、
住宅不足解消のため、日本住宅公団が、「公営、公
団、公庫」という3本柱を基に勤労者向けの集団
住宅地（団地）を大量に建設しました。
　これが、日本では、大学を卒業したら、会社に入っ
て、家を買うと長期ローンを組むので会社が辞め
られなくなる、という構造になっていったと考え
られます。団地ができて、周辺の土地の価格が上
がってというのは、ストーリーとしてはこれまで
成り立っていた。地価や金利も上がっていた時は
良かったのですが、今はそれが崩壊してしまった。
でも時代は変わったのに、親の影響でお父さんは
猛烈社員、お母さんが専業主婦、子どもは2人、
それが標準的な家族のイメージという方が多いで
すよね。
　昔は村全体で子どもを育てていたから、子ども
はたくさんいて、色々な子どもがいる。優等生で

3    クラウド録画防犯カメラのサービス。いつでもどこでも、カメラの映像をスマホやPCなどのデバイスから見ることができる、
便利で安心な防犯カメラのこと。
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なくてもいい。でも、今はエリートでないとダメ
だとか、いい学校に行かなくてはとか、これでは
息苦しい。ですから、私はもっと育児は開放的で
いいと思っていますし、子どもは、社会皆で育て
ることができたら、それが理想だと思ってキッズ
ラインの事業をしています。

子どもにとって大切な、
「愛情豊かな大人」との関わり
塚越：厚生労働省「保育所保育指針（平成20年）」
では、「子どもの発達に大切なのは愛情豊かな大人
との関わり」がキーワードとしてたくさん出てき
ます。まず一つ目に、「大人」と書いてあって、「親」
と書いていないのです。だから先ほど経沢さんが
おっしゃったように、父・母だけでない、祖父母、
地域の方、父・母の友人、保育士、ベビーシッター
もそうです。だから親以外の大人にどれだけかわ
いがってもらえたかが、子どもの発達には必要で
す。
　さらに、「愛情豊かな」と書いてあります。「愛
情豊かな」というのは、逆に言うと、親は「愛情
豊か」でない時もあるわけです。例えば親が仕事
で手一杯になってしまって、子どもに当たってし
まう時は、1回引いて、愛情豊かな他の「大人」
に頼む、ということも大事です。子どもは、そん
なに弱い生き物じゃないので、親だけで頑張るも
のではないのです。

経沢：本当にそうです。

塚越：色々な大人たちから学ぶものもありますし、
愛情を持って、それを表現できる大人に任せてい
くという子育てのスタイルです。保育士は、それ
を勉強して子どもに接しているのですが、保護者
がそれを知らなくて、他人に任せることが子ども
にも良くないと思い込んでいる。先ほども言いま
したが、これは高度成長期のモデルで、「子どもは、
母親が育てるものだ」という刷り込みがあります。

いろいろな切り口で壁を突破
経沢：キッズラインは、サービス開始当初、利用者
の心理的ハードルを乗り越えるために、ベビーシッ
ターのみならず、「家庭教師」も登録してますよ、
という切り口を提案したところ、大成功で、急に利
用者が増えました。家庭教師サポーターとして、女
子大生に数多く登録していただきました。女子大
生などの育児経験が少ない人は3歳以上しかマッ
チングしないようにしていますが、逆に勉強を教え
ることができるのがメリットと感じる親も多いで
す。家庭教師という切り口で、「かけっこ、鉄棒、
水泳を教えます」「中学受験指導します」とお伝え
すると、利用の裾野が広がりました。
　また、当社認定のベビーシッター資格の取得バッ
クアップも無料で認定講座を開講しています。女
子大生がベビーシッターを通じて育児を学ぶとい
うことも、今後の日本にとって大事な教育だと考

キッズライン
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えて取り組んでいます。今までは、大学を出て、
企業に就職し、一般職や総合職について結婚、退職、
育児という流れが一般的な家庭であり、母親とし
てのキャリアでした。しかし、現在は女性も働き
ながら育児に関わるという流れの方が一般化して
います。現在の大学、就職した企業でも「育児」
について学ぶ機会は当然なく、当社で「ベビーシッ
ターを経験すること＝ワーキングマザーの新しい
育児スタイルを学ぶこと」で、将来の明るい育児
ライフを送るための経験になると思っています。
　また、子どもが生まれると、夫婦だけのコミュ
ニケーションが減ってくるので、「いい夫婦の日
（11月 22日）に 2人でデートしてください」とい
う企画（無料でベビーシッターが使える）のは共
感を呼びました。「ベビーシッターはどうですか」
と言っても、イメージがわきにくいと思うので、
色々な切り口で、これからも、キッズラインの利
用シーンを提案していこうと思います。

塚越：利用者にとっても、キッズラインを使う理
由が欲しいのですね。「子どもの教育に良い」「お
けいこ」「夫婦の時間」など。

経沢：「夏休みの宿題、自由研究、一緒にやりま
す！」「産前産後ケア」など。色々な切り口からキッ
ズラインを使ってただきたいと思います。家の中
に人の出入りが多いと、子供が社交的に育つ場合
が多いそうです。

法人での導入状況について
塚越：法人での導入状況はいかがですか？　

経沢：今、おかげさまで、法人30社ぐらいに導
入していただいています。現在は、会社によって
補助内容を選んでいただけるようにしています。
「年間5万円まで好きに使ってよい」「病児保育な
ら半額補助する」という場合もあります。会社に
直接申請しにくい場合もあるようで、最近よく使
われているのは、「ベネフィット・ワン」「リロク

ラブ」「WELBOX」など、福利厚生の一環として、
契約企業が配布するチケットという仕組みは、各
人がキッズラインにチケットで払うので、ベビー
シッター利用補助代として会社に申請や報告をし
なくてよいため、利用者にとっては使いやすいよ
うです。

塚越：ベビーシッター代と言って申請するのは、
利用者にとって少し言い出しにくいですよね。

経沢：そうですね。ですが、徐々に企業側が変わっ
てきているようにも思います。例えば中小企業で
待機児童になった場合、優秀な女性が一人欠員に
なるだけで会社として大打撃なので、保育士を家
に呼んで保育園と同じく、保育料の半額を補助す
るので、その代わりに育休から職場復帰してくだ
さい、というのはありますね。

「待機児童問題」は親が働くのを
待機している問題
塚越：待機児童の問題は、今母親だけの問題になっ
ていますが、私も三男誕生後に、育休を8カ月取っ
た時は、妻はすでに復帰していましたので、自分
が職場復帰できないリスクがありました。待機児
童は、子どもが待機しているのではなくて、結局、
働けない親が待機しているのです。だから保活（＝
保育園を探す活動）に失敗しても、週に何回かキッ
ズラインを使うことで職場復帰できればいいです
よね。

経沢：保育園は、運営する市区役所等のルールが
厳しいので、週3回だけ保育園に預けるというの
はできないようです。実は週2回だけでいいのと
いう人でも、週5回預ける枠を取らないといけな
いので、1人の定員枠を取ってしまうのです。で
もキッズラインでしたら、在宅との組み合わせで
いろいろな工夫ができるので利用してほしいと思
います。

ダイバーシティ ＆ ワークライフバランス
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国の理解と規制サービスの壁
経沢：今、一生懸命、行政に働きかけています。
待機児童問題はキッズラインに依頼いただければ、
すぐに解決できます、と。保育園をつくるために、
近隣住民の同意を得ているうちに、団塊ジュニア
の私たちはもう子どもが産めない年齢になるので
す。これからは、ユーザーを増やして、ユーザー
からのムーブメントが必要かなと思います。例え
ば、待機児童になってしまった人に「保育園不承
諾通知キャンペーン」というのを行って喜んでい
ただきました。

塚越：あれは画期的ですよね。

経沢：「保育園不承諾通知の写真を送ってくれた
ら、ユーザーに1万円分のキッズライン利用券を
差し上げます」というキャンペーンだったのです
が、メディアでも多く取り上げていただきました。
ベビーシッターで待機児童を解決することも一つ
の方法だよね、というメッセージも伝わったかと
思います。

潜在保育士に活躍の場を提供
塚越：今すでにある、保育サービスとの組み合わ
せで、お父さん、お母さんも共に、笑顔で働きな
がら笑顔で子どもを迎えられる。子どもたちは、
色々な大人たちに触れ合いながら大きくなってい
く、という基盤づくりが大事ですよね。

経沢：結局、日本の社会が育児に対して本気にな
れないのは、子どもに関わっている人が少ないか
らではないでしょうか？　私はキッズラインを通
じて、育児の担い手を、サポーター（シッター）
さんを増やしていくことによって、社会を変えて
いきたいです。これまで、日本には、潜在保育士（国
家資格である保育士免許を持っているのに、保育
士の仕事を継続できない）の問題がありました。
実際に、保育園で働くと、勤務時間も早朝から夜
間まで長く、土日も行事があり、職場や保護者と

の人間関係も複雑で大変なことが多いのです。な
ので、数年で退職してしまい、他の仕事でアルバ
イトをしている人が多くいるのです。ですので、
私たちは、潜在保育士の方がキッズラインにサポー
ターとして、登録に来ていただけるよう活動して
います。キッズラインでしたら、好きな時間に好
きな時給で働けますし、理想の育児を追求できる
と言って、皆さん喜んでくださっています。です
ので、潜在保育士の方々には、キッズラインで復
帰する流れがもっと広まるとうれしいです。また、
最近、副業を認める企業も増えていますから、保
育士の免許を持っている会社員の方が副業で、サ
ポーターをするという方もいらっしゃいます。そ
ういうさまざまな方々に関わっていただくことで、
育児の担い手の方の広がりと、地位向上を目指し
たいです。例えば、キッズラインで月収70万円
も稼ぐ人がいることは私たちの誇りであり、育児
の担い手が稼げる社会にしたいなとも思っていま
す。

塚越：担い手を増やすという意味では、シニア層
は今ボリュームゾーンですよね。

経沢：シニア層にはキッズサポーターとして、た
くさん登録してもらいたいと思っています。60代
もご活躍されていますし、4人お孫さんがいるお
ばあさんもいます。シニアシッターさんは、ごは
んも作ってるし、お掃除もできる方も多く、頼り

キッズライン
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にされていますよ。

塚越：私の家の近くにも、昔遊びを教えるおじい
さんがいますが、そういうおじいさんにとっても、
地域の中に居場所ができるって大事なことですね。

経沢：子どもと接すると、エネルギーをもらえま
すよね。でも、自分の家にこもっていると、運動
不足にもなりがちです。シニア層が自分の持って
いる人生経験を、若者世代に伝えていける場所が
あれば素晴らしいと思って、私たちもシニアの方々
の活躍の場所をもっともっと広げていきたいと活
動しています。

塚越：そうですね。色々な世代で子どもを育てる
ことができると、政治家も「子育ては女性だけに
任せておけ」ではなくて、「自分たちで子育てして
いこうね」となってくる。

経沢：今は、有権者数の多い、高齢者世代への政
策を優先とするシルバー民主主義になりがちだと
思います。でも、未来を作るのはこれからの子ど
もたちですから、バランスが取れればと私たちも
頑張っています。

塚越：私たち世代が忙しすぎてしまって、政治に
対して無頓着なのも問題ですが。

経沢：起業家がもっと社会を進化させることが大
事とは認識しています。私の起業2回目のテーマ
は、自治体や国がやらなければいけないサービス
を、企業がより早く実現できればいいなと。今後、
より、ソーシャル（社会問題を解決する）活動に
対して優秀な人材が集まってくればいいなと思っ
ています。

塚越：最終的にはやはり民間が頑張って、行政が
まねするくらいになれば、やっと本物だと認めて
くれます。

経沢：そうですね。私は、今行っているキッズラ
インの事業で、日本に新しい育児インフラを作り、
安心して子どもを産み育てる社会を実現し、日本
にベビーシッター文化を広げ、女性が輝く社会の
実現に貢献してきたいと思います。

塚越：本日はありがとうございました。

ダイバーシティ ＆ ワークライフバランス




