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◆兵庫県の事業補助を受け、就業・起業のサポート事業を行なってい
ます。厚生労働省認可「無料職業紹介所」です。

TEL 078-841-0387

FAX 078-841-0312

E-mail ⇒ info@cs-wallaby.com
URL⇒ http://www.cs-wallaby.com

◆◇◆ 全６ヵ所のオール生きサポミーティング開催 ◆◇◆
～ネットワークを活かしてノウハウを蓄積し、今後の方向性を確認～
兵庫県内には全部で６ヵ所（神戸東・西、阪神北・

所関係のケースが目立ちました。足かけ３年のサポート

南、播磨東・西）の「生きがいしごとサポートセンター

を続け、ようやく障がい者の支援事業が開業できる目

（以下：生きサポ）」があります。それぞれの生きサポ間

鼻がついたという報告もありました。

では必要に応じて情報を交換し合っていますが、生き

最近ワラビーでも、自立支援法の影響により、小規

サポ全体として更に連携を強め、県内のＮＰＯやコミュ

模作業所の法人化や運営に関する相談が増えていま

ニティ・ビジネスに関するサポート体制を底上げする目

すが、その傾向が反映された報告だったと言えます。

的で、不定期にミーティングを開いています。

◆満足度の共同調査

去る 10 月 4 日（火）、全

生きサポ
分布

生きサポスタッフと兵庫県

ワラビーでは、毎年アンケートによる利用者満足度
調査を行ってきました。これは、定期的に日常業務を振

の担当部署からのオブザー

り返り、より良いサービスを提供したい、という思いがあ

バーの参加により、今年度

るのと同時に、ワラビー事業が利用者からどのように評

第２回目のミーティングが

価されているのかという視点から、就業・起業の件数な

開催されましたので、その
様子をご報告します。
◆Ｇｏｏｄ事例の共有

ど数字だけでは測ることができない「満足度」を調査す
神戸東 神戸西 阪神北
阪神南 播磨東 播磨西

るために実施してきたものです。
ワラビーは、この調査を全生きサポで共同実施し、利

まず就業・起業について、それぞれの生きサポが好

用者の「満足度」を一斉に把握するとともに、事業の改

事例について報告し、ケースの分析と共有を行いまし

善に生かすことを提案しました。議論の中では、「生き

た。なお、全件、個人情報を伏せての情報交換です。

サポに求められているニーズをもっと把握したい」という

就業では、大手企業を退職後、企業への再就職でも

意見もあり、利用者満足度に加えて、生きサポに対す

無償のボランティアでもなく、高齢者の生活を支援する

る期待や意識も合わせて調査することになりました。年

有償ボランティアに就くことになったケース、ひきこもり

内実施の予定なので、ご協力をお願いいたします。

傾向にある青年のカレー料理の腕を見込んで作業所

最後に、それぞれの生きサポがさらにノウハウを蓄

や宅老所が共同購入を開始したケース、また、結婚退

積するとともに、全生きサポのネットワークを強化するこ

職後、子育てをしながら再就職を目指す女性が、生き

とにより、ＮＰＯやコミュニティ・ビジネスの立ち上げ、生

サポで実施しているパソコン講座や各種セミナーを受

きがいしごとへの就業をいっそう活発化していく必要性

講し、自身のスキルアップを図りながら就業に至ったケ

を確認しあい、実り多いミーティングは幕を閉じました。

ースなど多くが報告されました。いずれもハローワーク
だけでは就業が難しい相談者の特性を地域のニーズ
につなげた生きサポらしい事例と言えます。
また、起業の報告は、国際交流活動を通じて障がい
者の自立生活支援をする団体や、農作物の販売を通
じた障がい者の仕事づくりのサポートなど小規模作業

起業応援セミナー報告

「コミュニティで広がる事業運営」

講師：赤堀富子さん
（あとりえ・クルレ）

―「ひとりひとりとの出会いを大切に、そして丁寧なお付き合いを」―
今年の起業応援セミナーは４回シリーズで、前半２回は起業体験者、後半２回は中小企業診断士である講師をお
招きして開講されました。１回目は本誌第３７号でお伝えした「ドリームテラス」の有山隆文さん、２回目は「あとりえ・
クルレ」代表の赤堀富子さんでした。
赤堀さんは「子ども達が人から認められるために自分ができることを」と得意の絵画を活かして教室を開いたのが
スタートでした。そこでの障がい児との出会いが学習サポート、淡路島での野菜作りへとつながり、現在では更に高
齢者のリハビリやデイサービスでの絵画教室の実施へと広がってきています。一般的に、コミュニティの中で事業を
展開していく際に、どのようにニーズを汲み取り、応えるのか、又どのように地域の信頼を得るのか、というのが鍵に
なりますが、赤堀さんは、ひとりひとりとの出会いを大切に、丁寧にお付き合いしていくことで、想いを形にしてこられ
ました。「人から認められることが自己肯定感を育てる」、「障がいがあるからといって、やっていいこと・悪いことに差
をつけない」、「『させる』」のではなく『寄り添う』ことで信頼関係を築いていく」といった言葉には説得力がありました。
受講者は、絵画・アートセラピーに興味のある方、起業をめざす方、障がい児教育に関心のある方など、動機はさ
まざまでしたが、赤堀さんの人柄と、自己研鑽に励み、大学で臨床心理学を学び続
けている情熱に引き込まれるように熱心に耳を傾けていました。質疑応答でも障が
い児･者との関わりのことから、人としてのあり方にいたるまで、深い議論が交わされ
る一幕もありました。
次号では、コミュニティ・ビジネスについて、また、起業の実際的な知識について、
受講生と赤堀さん（右から３人目）

起業事例

中小企業診断士・高見一夫さんの講義内容をご紹介します。お楽しみに。

企業組合 優希 「ケアセンター カモミール」 開所のご紹介

―個性にあったぬくもりある在宅介護ケアセンターを目指して―
今年６月、尼崎市の立花駅近くに、ノーマライゼイションを理念とする高齢者在宅介護センター「ケアセンターカモ
ミール」が誕生しました。代表理事の永石知恵子さん（59歳）は数年前から高齢者施設で働いていましたが、「もっと
利用者の個性にあったぬくもりのある介護がしたい」と退社し、４人の仲間とともにカモミールをオープンさせました。
運営主体は、企業組合「優希」。利益追求を第一とする株式会社はピンとこないけど、きちんと給与も払って働く側に
とっても快適な環境をつくっていきたい、という理由で企業組合を選択しました。この「優」と「希」の二文字には、優し
く希望をもって、利用者に寄り添いたい、という思いが込められています。
事業の内容は、介護保険適用のホームヘルプサービスが主ですが、介護保険ではカバーできないサービスも提
供するため、身体介護や生活支援等の枠外事業も行っています。その枠外事業の中で、目下計画中なのが、「安心
コール」。21～23時の時間帯に、独居高齢者の方の自宅へ毎晩電話をし、安否を確認するというサービスです。
「カモミールという花は、甘い香りとともに太古の昔から薬草として人々の心を癒してきました。そして一方では、
こぼれ種をベースにどーんと根付くたくましさも兼ね備えています。そんな団体に
なれたらいいな」とおっしゃる永石さん。今後の展開が楽しみです。
企業組合 優希 「ケアセンター カモミール」
〒661-0025 尼崎市立花町２丁目15-3-106 （ＪＲ立花駅、徒歩８分）
TEL：06-4961-7250 FAX：06-4961-7260 E-mail：yuki-camomile@ever.ocn.ne.jp
HP：http://www2.ocn.ne.jp/~camomile/ ※登録ヘルパー募集中！（詳細は3面）
永石さん（左）とスタッフの田中さん

こんな人を求めています
Ｎｏ

求人団体名

Ｂ-422

NPO法人
アスロン

Ｂ-427 松尾技研株式会社

Ｂ-431

保育ルーム
ぱんぷきんハウス

（株）スマイルサービス

Ｂ-432

デイサービス
花笑み

B-440

企業組合
優希

V-82

ＮＰＯ法人
こぐまくらぶ
こぐま作業所

職

種

地域貢献や生きがいにつながる仕事を紹介しています。
既に就業が成立した場合はご了承下さい。求人票のご提出大歓迎。
条件(勤務地／勤務日／勤務時間／給与／その他)

接客・一般事務

子どもが成功体験を得るためのお手伝いをする体育の家庭教師の団体。
最寄駅 ＪＲ芦屋・阪神打出 経験・能力 ＰＣ基本操作 勤務日/時間
①土日祝日 9時～18時 ②平日 15時～19時
休 日 週2日以上
給与 時給850円 交通費 上限700円/日 人柄・経験を重視します

ＣＡＤ設計および
製品の組立作業

生産設備機械の設計・製作・組立等、「もの作り」が楽しめるところです。
最寄駅 地下鉄板宿から市バス（鷹取団地前）
資格 普通運転免許
経験・能力 ＣＡＤ（ＡＵＴＯ，ＭＩＣＲＯ）初心者可 勤務日 年間252日
勤務時間 8：30～17：30 休日 土日祝日、他 給与16万円～（年齢・経
験に応じて） 交通費 実費 賞与 年2回 住宅手当 家族手当
社会保険完備

保育・託児

0歳児から4歳児までの子どもさんの保育をしています。
最寄駅 ＪＲ住吉 資格 保育士 経験・能力 経験あれば尚良 勤務日
/時間/給与 平日 18時～ 850円/時 土日 850円/時 18時～ 900円
/時 週1日程度 交通費 上限800円/日

①介護業務
②送迎業務

この夏オープンしたばかりの定員10名の新しいデイサービスです。
最寄駅 阪急門戸厄神 ①資格 ヘルパー2級以上 経験・能力 介護
経験 勤務日/時間 週2日以上、8：45～17：45の間で応相談
給与
920円/時+別途手当
交通費 上限25,000円/月 正社員登用あり
②資格 普通運転免許 勤務日 週2日～応相談 勤務時間 9：30～
11：00、15：30～17：00 給与 850円/時 交通費 上限25,000円/月

訪問介護

最寄駅 ＪＲ立花 資格 ヘルパー2級以上（未経験の方でも丁寧に指導いたし
ます） 勤務日/時間 1日2時間から応相談 給与 身体介護：1,500円/時
家事援助：1,200円/時（土日は100円ＵＰ） 保険 雇用、労災

ボランティア

小さな家庭的な作業所です。
最寄駅 ＪＲ朝霧 活動内容 障がい者の方々といっしょに作業やクッキ
ングをしていただきます 活動日時 月～金曜日 9：00～16：00の間で相
談 交通費・謝金 1日1,000円（5時間以上活動の日のみ）

こんな仕事や職場をさがしています
Ｎｏ

お名前

こんな仕事をさがしています

080

Ｈさん（女・38才）

一般事務など内勤業務

085

Ｙさん（男・52才）

経理などの事務職

087

Ｍさん（男・37才） デザイン系ソフトを使える仕事

起業情報
Ｎｏ

お名前

就業先をお世話いただける方は
ワラビーまでご連絡を！
ひとことメッセージ

こつこつ作業するような仕事が得意です。午前中のみで希望
伝票処理、試算表作成など10年余り経験あります
イラストレーター、フォトショップ、インデザインが使えます

ご自身も起業を考えるなど、ご興味がある方は、ワラビーまでご連絡ください。

事 業 内 容

実施地域

ひとことメッセージ

046

Ｈさん（女・54才） 自然系商品の販売

兵庫区

050

Ｔさん（男・50才） カウンセリング業務

神戸市内

兵庫県下に特化した若者を対象としたコンサルティング事業

051

Ｍさん（男・31才）

東灘区

美しくイキイキと笑顔で人生を送るためのお役に立ちたい！

美容関連事業

自然素材にこだわった身体によいものを取り扱います

上半期 ほぼ全項目が順調に推移

［ワラビー事業 中間報告の要点］

ワラビーでは、本年度上期の事業実績を兵庫県に提出しました。
下記のとおり、一部を除いて全般的に順調で、メインの相談業務は計画を超えた好実績で推移しています。
[ ( )内は半期計画値(年間計画の1/2)との対比比率 ]
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
☆ 情報提供 ： 計画通り [ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱｸｾｽ 32,545件(130%)、情報誌発行 6回(100%)、メルマガ発行 24回(100%)]
☆ 相談業務 ： 計画以上 [面接相談者数 1.019人(136%)、起業団体 21団体(175%)、雇用創出数 137人(125%)
ボランティア成立数 163人(326%)]
☆ 無料職業紹介 ： ほぼ計画通り [求人数 184人(92%)、求職者数 126人(105%)]
☆ CBﾌｫｰﾗﾑ・CBﾏｯﾁﾝｸﾞ会・CBｾﾞﾐﾅｰﾙ・CBｻﾛﾝ ： 内容・参加人員ともほぼ計画通り、または計画以上
☆ ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ ： 計画未達および計画以上 [起業研究員 2人(人員100%、期間25%)、 ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 12人(240%)]
☆ 障がい者生きがい発見支援 ： 計画以上 [就労ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ斡旋など5人(200%)]
☆ ｼﾆｱ元気推進(ﾊｰﾌｲﾔｰｶﾚｯｼﾞ) ： 計画通り [授業回数 11回(100%)、 受講者 のべ95人(108%)]
☆ 団塊元気推進(出前講座) ： 計画通り [企業に働きかけを行い、ほぼ出前先確定 (100%の予定)]
☆ その他 ： 実務講習会、起業体験者ｾﾐﾅｰ、技能・資格取得ｾﾐﾅｰ、専門家派遣など、未実施または実施中のも
のについては省略。

リレーエッセイ(31)
「私の生きがいしごと」

株式会社 イーアンドイー

新村 ミチ子さん（尼崎市・59才）

昨年の1月に長年会計担当として勤めていた会社が倒産しました。「うわぁぁ、どうしよう、こ
の年になって！」と焦る気持ちはありましたが、これも自分がステップアップするいい機会かもし
れないと思い、職業訓練校でパソコンを習いながら新しい仕事を探していました。売掛金・買掛
金・未払金などの残高を照合してぴったり合ったときの「やったぁ！」という充実感が好きで、な
んとか経理事務の仕事を続けたいと思っていましたが、ハローワークの窓口の方には、事務職
は難しいと思いますよ、と言われ少し落ち込んでいました。
そんな時、知人を通してワラビーさんの存在を知り、出入りさせていただくようになりました。
何回か通ううちに、ガソリンスタンドの経営と豆腐等の販売を行っている「株式会社イーアンドイー」での仕事を紹介して
いただき、面接する機会を得ました。そして、ワラビースタッフのお力添えもあり、希望していた経理事務として就職する
ことができました。
一年半のブランクと、はじめての業界ということで最初は戸惑いもありましたが、就職してから3ヶ月が過ぎ、少し気持
ちにもゆとりができつつあります。長年好きでやってきた経理の仕事ですし、自分なりに改善できるところがあれば改善
し工夫しながら、少しでも長く勤められるようにと、日々頑張っています。
ＮＰＯ法人コミュニティ・サポートセンター神戸（ＣＳ神戸）

生きがいしごとサポートセンター神戸東（愛称 ワラビー）
〒658-0051
神戸市東灘区住吉本町２－13－１ 森田ビル３階
ＴＥＬ：０７８－８４１－０３８７
開室日：月曜日～土曜日（日・祝休み）
開室時間：９：３０ ～１７：３０
★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★

「生きがいしごとサポートセンター」は、他に「阪神北」、
「阪神南」、「神戸西」、「播磨東」、「播磨西」があります。
詳しくは上記までお問合せください。

＜編集後記＞
学生時代に留学
していたスウェーデンから
友人が遊びに来ていて、食
事の度に「これ何？」と質問
を受けました。当たり前です
が存在しないものには名前
がなく、昆布・海苔・ひじき
は「 海草」 、レン コン・ご ぼ
う・山芋は「根っこ」となって
しまいました。「日本人は本
当によく海草や根っこを食
べるのね」と言って帰ってい
きました。･･･確かに。（Ａ）

