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令和2年11月1日に横浜市戸塚区で新規開業された「いろはかえで訪問看護リハビリステーション」

をご紹介します。

代表を務める青野社長は、経営コンサルティング会社に勤務後、日本の木の文化や伝統技術を

生かした木材製品を扱う「株式会社Tree to Green」（東京都渋谷区）を2013年に創業されます。

医療機関・医療施設に隣接する保育園作りなど複合型の仕事等を通して、今後の日本における

「高齢者介護、在宅介護」の持つ課題を認識されます。

また祖父母との体験を通して感じた「家族といたい」という希望をを事業という形で支えたいという

想いの元、子供時代を過ごした横浜市戸塚区にて訪問看護ステーションの開業を決意されました。

チーム一丸となり地域から頼られる訪問看護ステーションを目指される青野社長にお話しを伺い

ました。



青野：はい。2013年に開業したのですが、その前にはコンサルティング会社にお

りました。そのときに日本と世界の森林資源の問題や、地域の衰退、人口減少など

の状況を知る機会がありまして、自然資源を生かす、生活に木を取り入れる提案を

する仕事がしたいと考えました。

――本日はよろしくお願いいたします。まずは青野社長のご本業について、お伺いし

たいと思います。「Tree to Green」という、木の文化や伝統技術を生かした木材製

品を扱う会社を経営されていらっしゃいますね。

異業種から看護ステーション事業への参入

――ホームページを拝見すると、木の良さを生かした家具や、内装に木を使った保育

園などの空間作りといった、素敵な提案をされていますね。

青野：小さなものでは、木の箸を作るワークショップといったイベントも行ってい

ます。森林の環境問題というのは、次世代の人に少しでも良い環境を引き継いでい

くという思いもあります。

そう考えると、子どもたちのいる場所に木を使うことで、保育士さんたちにも自然

環境について自分たちの問題として考えていただくきっかけにもなっているようです。



青野：はい。Tree to Greenでの仕事とは別に、個人的な背景がありますのでそこ

からお話をさせてください。

――そういったお仕事から、青野社長が今回の訪問看護という事業に興味を持たれた

きっかけについて、教えていただけますか。

訪問看護事業に興味を持ったきっかけ

今、事務所を構えている横浜市戸塚区は、私自身が子ども時代を過ごした場所でも

あり、当時から父方母方の祖父母が近くに暮らしていました。

祖父母が年を重ねるにつれて、いろんな形で病院や介護事業者さんにお世話になる

ことが増えていったんですね。

そのときに、もっとこうすればよかった、「家族といたい」という希望にどこまで

応えられたか、もっと何かできたんじゃないか、という思いがずっとあったんです。

両親も含めて、自分たちと同じような思いをしている人が多いことにも気づきまし

て、そういう家族の思いを事業という形で支えていくお手伝いができないかと考え

ました。

――なるほど。



青野：そんな思いが芽生えつつ、Tree to Greenの仕事で幼稚園や保育園の環境作

りに関わる中で４、５年前から、介護施設の中に保育園を作るとか、医療機関・

医療施設の隣に保育園を作るという、複合型のお話をいただく機会が増えてきた

んです。

子どもからおじいちゃんおばあちゃんまで、一体でプランを描いていく事業者さん

と知り合うことで、「地域包括ケア」という言葉を耳にしたり、高齢者介護も病院

から在宅という流れに国も舵を切っていることを知りました。

――本業のお仕事でも、高齢者介護、在宅介護を考える流れがあったんですね。

青野：そうなんです。そこで、介護事業にもいろんな形、始め方があるんだなと

いうこともわかりました。

在宅介護を支えていくにも、通所型の施設、住宅型のサービス、いろいろあるの

ですが、その中で一番難しそうなのが訪問看護じゃないかと思ったんです。

高い専門性も持った看護師や療法士の方々をお迎えする事業になると認識しまし

たので。

――一番難しいところに入っていくというのが、青野社長らしいなと思います。

青野：介護の分野では私たちは後発の事業者なので、そこに入っていくには難し

いことにチャレンジするほうが、地域に必要としていただけるという思いもあり

ます。



青野：やはり、自分の専門性がないところで新たな事業を始めるときには、専門家

の方にご支援をいただくべきだと思いました。

――そんな中で、私たちインキュベクス、ケアーズを知ったきっかけはなんだったん

でしょうか。

インキュベクス～ケアーズを知ったきっかけ

そこで、訪問看護のアドバイスをしていただけそうな会社を検索して御社のことを

知りまして。

青井社長とやりとりさせていただくうちに、その「顧客第一」という姿勢、そこは

私自身も仕事を通して一番志かけてやってきたことだったので、とても共感し、こ

の方にお願いするのが一番だと思ったんです。

――ありがとうござます。

そして実際に今準備を進められていますが、何か不安なことなどありますか？

青野：まったく異業種ですからね。不安を一つずつつぶしながら、着実に進めてい

きたいと思っています。

その中でやはり一番難しいのは、人材を確保するということでしょうか。



これはもう事業を始めた以上、ずっと向き合っていくことだと思っています。

それ以外に、どのタイミングで何が必要か、資金調達だったりホームページ作成

だったり、そういう流れを全体像として示していただけることが安心材料になって

いて、それを一つずつクリアしているというところですね。

――開業準備を進める中で、私たちも看護師さんや療法士さんとのお引き合わせをさ

せていただくなど、そういう経緯を見せていただいているので、無事に人材が揃い、

開業が見えてきたことは本当に嬉しく、今後が楽しみだなと思っています。

青野：本当に感謝しかありません。

――青野社長をはじめとしたTree to Greenさんという会社の魅力もあり、そこに惹

かれて人が集まってきているという印象を持っています。

オープニングメンバーについて

皆さんのお人柄もあるし、皆さんが同じ方向を向いていて、本当に良いチームだな、

と思います。

青野：そう言っていただけてありがたいです。



――特に、管理者で看護師の宮脇さんは、広島から出てきたという。

青野：そうですね。彼も覚悟を持って広島から出てきてくれたので、大きな責任

をお預かりしていると思っています。

――私たちも、将来独立したい、こういうことをしたいという思いを持っている方を、

青野社長のような事業者さんにご紹介できてうれしいです。

オープニングメンバーはいかがですか？

青野：これはメンバーの方々にも伝えているんですが、本当に“ドリームチーム”

というか、こんな素敵な方々に恵まれてありがたいと思っています。

また宮脇さんとお会いする少し前のタイミングには、療法士の吉田さんともご一

緒させていただく機会をいただきました。

このお二人との出会いが、わたくしが訪問看護リハビリステーションを立ち上げ

ようという気持ちを固める大きなきっかけになりました。

ここでやろうと思い描いていること、地域におけるケア論の考え方がみんなとす

ごく重なり合っているので、それを着実に形にしていきたいですね。

業務計画と営業計画をきちんと立てて、地域でやっていきたいことがぶれないよ

うにしたいと思います。



――青野社長が子どものころから過ごされてきた戸塚地区での開業ということで、思

い入れも強いと思いますが、どんな看護ステーションを目指していかれますか？

訪問看護ステーションの目指す方向性

青野：一番大きな思いとしては、頼っていただけるステーションにしていこうと

いうことです。

どうしたら頼っていただけるかと考えると、我々が楽しく、明るくいなくてはな

らないですし、基本的には依頼されたら断らないスタンスであることも大事で

しょう。

私たちが難しい顔をしているのではなく、明るく全力で取り組む姿勢でいたいと

思います。そしてもちろん、常に専門性を磨き続けることも必要です。

もう一つはっきりしていることは、絶対に失敗はできないということです。

失敗という意味はいろいろありますが、質の悪い内容をお届けするとか、地域に

求められていないことは絶対にしない、というところです。求められることにき

ちんとお応えする、もちろんこれはどこで開業するにしても同じなんですが。



――私たちも、成功していただくことが地域貢献だと思っていますので、そこは一生

懸命サポートさせていただければと思っております。

青野：引き続き、よろしくお願いします。

これから一緒に働く方へのメッセージ

――これからステーションが成長していくにつれて、一緒に働く方を新たに募集して

いくと思うのですが、その方たちにメッセージなどいただけますでしょうか。

青野：はい。私たちは地域に貢献するということと同時に、今までにないステー

ションを目指すということを掲げています。それは働く方に対しても同様で、こ

れまでにない働きやすさを考えていきたいと思います。

どういう形であれば働きやすいのか、働きがいが生まれるのか、いろいろな専門

家の方のご指導をいただきつつ、描いていきたいです。

ホームページにも書いているのですが、単に報酬が高いということで、働きやす

さが決まるわけではありません。



――ありがとうございます。

今入職されている管理者の宮脇さんは、ご自身がいつか独立したいということも念頭

に、青野社長のところで働かれるようになったのですが、そういう思いを持つ看護師

さんや療法士さんのキャリアアップ、独立についてはどう考えていらっしゃいますか。

青野：もちろん、私たちと一緒に長くやっていこうという思っていただけるよう、

経営者としてはしっかりやっていくつもりです。

さらには、スタッフが「きちんと勉強したい」ということに対する研修制度を

バックアップするとか、ともすれば業界全体では透明性が出ていないところを明

確にしていくことも含めて、考えていきたいです。ぜひ期待していただきたいで

すし、我々の門をたたいてほしいと思っています。

どういう内容だからその報酬がいくらなのか、あるいは会社がこれだけ利益を出

しているからこれくらいの賞与とかインセンティブが出るということ、経営を透

明化することも大切です。

ただ、やはりキャリアについての考え方は人それぞれ違うので、ライフステージ

のどこかで「自分が生まれ育った地域に戻って」とか、何らかの縁ができた地域

に貢献していきたい、という方が出てくるのであれば、それは歓迎すべきことだ

と、強がりではなくそう思います。



――ありがとうございます。そういう青野社長の思い、お考えに共感される方もい

らっしゃると思います。

青野：ありがとうございます。

一緒に仕事をしていく中で、「成長できた」という実感を持っていただくことが

一番だと思いますし、「いや、やっぱりここで働くのが一番いいな」と思ってい

ただけるよう、自分としては努力するという、この２つのちょっと矛盾しそうで

しないような考え方を持っていきたいですね。

それぞれの地域に羽ばたいて、地域に貢献していく方が育っていくこと自体は、

歓迎すべきことだと本当に思っています。

私たちもホームページなどで、そういうことも含めてお伝えできる仕組み作りをお手

伝いさせていただきたいと思っています。

今後の展開、将来のビジョンについて

――一番難しいと考えられている訪問看護という事業を始められて、一方でTree 

to Greenという会社もあり、これからの展開、将来のビジョンをお聞かせいただ

けますか。



青野：訪問看護のほうはコアとなってくれる方々、ドリームチームができてきた

中で、まずはきちんと最初の事業の結果を出すことに集中すべきだと思います。

その方々が、次の目標、描くビジョンを形にしていくことですね。

――ありがとうございます。すごく素晴らしいステーションができるんじゃないか

なと、本当に期待しています。

そして私自身はこの事業を始めるきっかけとなった、地域包括ケアに求められる

機能、訪問だけでなく、在宅型、住宅型、いろんなものが必要となってくると思

うので、立体的に備えていきたいと考えています。

集まってくれたメンバーの皆さんと、次にどういうことをやりたいか話し合いな

がら、自然に導かれていくんじゃないかな、とも思っています。まずは足元から、

というのが大事だと思います。

青野：頑張ります。引き続きご支援の程、よろしくお願いします。
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インキュベクス株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目2-15 パレアナビル3F

TEL：045-474-5237（代表） FAX：045-475-0764

https://kaigojigyou.jp/

「訪問看護事業」オンライン相談会開催

30分オンライン相談会のお申込み

ご都合の良い時間をご指定ください。

介護ビジネス、訪問看護事業が気になる方、もう少し詳しく聞きたい方は、

お気軽にお問合せください。

0120-865-965
受付時間 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]

毎週月曜日～金曜日 約30分のオンライン相談会を開催しています。

最新のオンライン会議システムで即時にあなたが聞きたいことに担当者が直接お答えします。

※事前準備不要、ネット環境とパソコンがあれば5秒でスタートできます。

お客様が望まれない無理な営業は一切致しませんのお気軽にお問合せください。

http://kaigojigyou.jp/onlinemeeting.php
http://kaigojigyou.jp/onlinemeeting.php
https://kaigojigyou.jp/15%E5%88%86%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%80%8C%E8%A8%AA%E5%95%8F%E7%9C%8B%E8%AD%B7%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%80%8D%E7%9B%B8%E8%AB%87%E4%BC%9A.php
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インキュベクス株式会社

1990 年11月

5,150万円

代表取締役 上村 隆幸

取 締 役 槙 れい

取 締 役 根本 佳一

監 査 役 長谷川 栄一

・起業コンサルティング

・マーケティングコンサルティング

・営業コンサルティング

〒222-0033神奈川県横浜市港北区新横浜

2 丁目2-15 パレアナビル3F

TEL：045-474-5237（代表） FAX：045-475-0764

みずほ銀行 藤沢支店

三井住友銀行 新横浜支店

三菱UFJ銀行 新横浜支店

会社概要

ISO/IEC27001:2013（ISMS） 認証登録番号 13410

ビジネスモデル特許 特許第5868538号

（医療情報管理及び医療情報管理システムによる医療情報管理方法）

ビジネスモデル特許 特許第5936799号

（医療情報管理システム用いられる調剤薬局支援装置及びこの装置による調剤

薬局支援方法）

ビジネスモデル特許 特許第6138981号

（複数の事業所の集中訪問看護管理装置及び集中訪問看護管理方法並びに訪問

看護管理システム）

ビジネスモデル特許 特許第6248226号

（介護事業に携わる介護職の人事評価装置、人事評価方法、介護職に対する人

事評価を伴う介護事業方法、人事評価装置に用いられるジョブカード及び人事

評価装置に用いられるコンピュータ読み取り可能な介護ソフトウェア）

認 定社名

設立

資本金

代表者

役員構成

事業内容

本社所在地

取引銀行
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https://kaigo-kingdom.jp/

