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発行人：村上 義弘

編集人：飛田 敦子

NPO 法人コミュニティ・サポートセンター神戸

生 きがいしごとサポートセンター神 戸 東
〒658-0051
神戸市東灘区住吉本町 2-13-1 森田ビル 3F
TEL 078-841-0387

◆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。

FAX 078-841-0312

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

莫大な成果を生んでいる「生きサポ」事業
全 センター設 置 以 来 の実 績 をまとめて兵 庫 県 に報 告
兵庫県の事業「生きがいしごとサポートセンター」が

起業 1 団体あたり年間 500 万円の経済活動と仮定す

発足して満８年。最初にＣＳ神戸が受託した後、センタ

れば、25 億円の経済効果を生みます。一方、生きがい

ー拠点は順次増え、現在６ヵ所。その間、全センターで

しごとに就いた約 7,000 人の消費が年間 25 万円ずつ

の就業・起業支援は、多大な成果を収めました。

増えたとしたら経済効果は 18 億円。合算すると、年間

9 月 11 日（木）、６センターの代表が県庁に集合、県

の経済効果は 43 億円にも上ります。

の主管部署に対して実績報告

■ ７年半で得られた大きな社会的効果

をしました。成果の総括は CS

・500 の起業団体による社会課題の解決

神戸の中村理事長が発表しま

・5,800 人が収入を得て、生活の自立へ

した。以下、当日の内容です。

・7,000 人が社会経済活動に参加し、生きがいと収入を得る

（データは 2000 年 10 月〜

・1,200 人の就職困難者や希望者の社会参加

2008 年 3 月の 7 年 6 ヵ月間)

発表する中村さん

■ 起業５１２団体、７千人の生きがいしごとを創出
発足以来の起業は 512 団体、その所在地は県内全

・生きがいしごとを創出する民間中間支援機能拡充
・共助領域にビジネス手法を導入し、持続可能な社会
共助の 新たな公 の創出に寄与

域に及んでいます。センター所在地域の起業が多いの

■ 実績で実証できた生きサポの使命

で、今後の県中北部への展開が期待されます。

・共助領域の開拓で 新たな公 「生きがいしごと」創出

起業した団体に従事する人は 3,913 人に上ります。他

・課題解決に継続的に取り組む団体創出⇒CB の実現

に、時給が最賃以上の「就職」が成立した人 1,385 人、

・常勤からボランティアまで幅広く多様な働き方の実現

ボランティアは有償 507 人、無償 1,187 人の仲介が成

・複合的な問題を抱える就職困難者の社会参加支援

立しました。以上全ての合計人数 6,992 人が、生きがい

・再チャレンジャーがしごとを得るための機会の提供

しごとに就いた勘定になります。
■ 生きサポにしかない機能を求める相談者
昨年 12 月、６センター合同で実施した利用者アンケ

■ 「生きサポ活動今後の提案」も発表
発表の後半は今後への提案でした。詳細は次号で！

コストは起業 1 団体あたり 40 万円、就業成立 1 人あた
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り 3.8 万円（ボランティアを含むと 2.8 万円）になります。

センター数

ート結果の要点も報告されました。
起業相談の 70%は、生きサポでしか相談できない分
野であり、就業相談のほとんどはハローワークや派遣
業が持たない機能を求める内容でした。相談結果、起
業・就業とも大半の方が満足されていました。
■ 安いコストで莫大な経済効果
7.5 年間の事業受託総額は約 4.5 億円です。概略の
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ＮＰＯ環境
変動セミナー

「公益法人制度改革が非営利セクターにもたらす影響」 開催のご報告

―官と民が競争して 公 を担う時代へ―
７月に実施した「NPO あれから 10 年、これから 10 年」に引き続き、９月６日（土）に開催した「ＮＰＯの今と将来を考える」
セミナーの第二回。テーマは「公益法人制度改革が非営利セクターにもたらす影響」、講師はひょうごボランタリープラザ
の所長で、兵庫県公益認定等委員会の委員長でもある小森星児さんにお願いしました。以下、要約をご紹介します。
社団法人や財団法人などの公益法人は、従来公益的な活動をするための法人として一世紀以上前に民法上で制定
されましたが、行政職員の天下り、税制優遇の公平性など多くの課題も内包してきました。一方で、ＮＰＯ法人の台頭な
ど、民間による公共活動も活発に行われるようになり、より公平で現状にあった公益活動の発展を目的とする制度改革
が行われることになりました。これが「公益法人制度改革」で、今年の 12 月より施行されます。
まず、従来の社団・財団法人については、一般社団・財団法人に移行し、その中で特に公益性が高いと認められた法
人に関しては、公益社団・財団法人としての認定を受けることができます。この認定は、行政の下で行われるのではな
く、民間有識者で構成される第三者委員会で決定されます。みなし寄付金（同法人内で収益事業から非収益事業への資
金移動）を 100％損金参入できる、寄付者への税制優遇がある、などのメリットがある一方、公益事業の比率が全体の
50％以上でなければならない（行政からの委託事業は、即公益事業にならない）、公益認定のガイドラインが地方自治体
によってバラつきがある、書類作成等の事務作業が増える、などクリアしなければな
らない問題もあります。
しかし、今回の制度改革によって、民における公益活動がさらに促進されることは
間違いありません。「公＝官」という時代は終わりつつあり、今後は、民と官が協働し
て、公益を担っていくことになります。今回の制度改革にＮＰＯ法人は含まれていま
せんが、公益の担い手とその制度について、必要な情報を収集し、どの法人格でど
セミナーの様子 （右奥が小森さん）

ＮＰＯ環 境
変動セミナー

んな活動を展開していくのか、見極めていくことが重要になってくるでしょう。

｢ＮＰＯの今と将来を考える 第３回｣ 開催のお知らせ
「指 定 管 理 者 制 度 という公 の道 具 の使 い方 」
〜その課 題 と解 決 に向 けて〜

講 師 柏 木 宏 さん （大阪市立大学大学院教授）
米国の大学院修了後、ロス邦字新聞や日系 NPO などでの活動を経て日本太平洋資料ネット
ワーク理事長。米国での経験を基礎とし、NPO の理論と運営に精通したリーダー育成のため
の実践的な授業に定評がある。著書に「指定管理者制度と NPO」「NPO と政治」ほか多数。

柏木 宏さん

2003 年、地方自治体が文化施設や公園、その他、住民福祉のために設置した「公の施設」の管理運営を、営利企業・
公益法人・NPO 法人・市民グループなど、指定を受けた団体が代行できる制度が発足しました。利用者にとっての利便性
向上、地方公共団体の負担軽減などプラス面が少なくないものの、問題点や解決すべき課題も多々あります。
指定管理者を目指す NPO 法人にとって、ビジネスチャンスという視点だけでなく、制度や実状を理解・把握する必要が
あります。指定管理者になることのメリット、デメリットは何か？NPO と行政の協働という視点からの評価は？等々。
講師の柏木さんは、緻密な実態調査に基づき、管理運営における成果と課題を分析し、制度の問題点を指摘するととも
に、よりよいものにしていくために、ＮＰＯによる公の施設のマネジメントのあり方を提示し、各界から注目されています。
日 時

２００８年１０月１１日(土)

講話 １４：００〜１５：３０

会 場

生きがいしごとサポートセンター神戸東 （ワラビー）

お申込み･･･まずはお電話ください！

定 員

２０名 （受付順）

078-841-0387 担当：狩野・飛田

費 用

１,０００円

質疑応答・意見交換 １５：３０〜１６：００

地域貢献やコミュニティの形成につながる仕事を紹介しています。
求人票の登録大歓迎。既に就業が成立した場合はご了承下さい。

こんな人を求めています
Ｎｏ

求人団体名

B-557

NPO 法人
ひょうご被害者
支援センター

B-573

nokiten 株式会社

職

種

条件(勤務地／勤務日／勤務時間／給与／その他)

会計事務
（現金・預金の管理）

自宅を利用した「生きがい」スモールビジネスをお手伝いする仕事で
nokiten 寺子屋芦屋校
す。他に、学童民間保育とＩＴ教育を兼ね備えた nokiten 寺子屋をご
でのサポート先生、
自宅で開設される方も募集しています。
普及のための営業活動 最寄駅 ＪＲ芦屋
資格/経験 不問
勤務日/時間 応相談
給与 時給 800〜1,000 円 交通費支給 保険 労災 試用期間 1 ヶ月

まちづくり関連イベント
B-576

ＮＰＯ法人
シンフォニー

の企画・運営コーディネ
ーター、
情報誌の編集 等

Ｂ-579

Ｂ-580

コープこうべ
コープカルチャー
明石

保育ルーム
せいれい たるみ

犯罪被害にあわれた方のサポートをしています。事務局スタッフ、ボラン
ティア共々、和気藹々とお仕事しています。
最寄駅 ＪＲ/阪神元町
経験・能力 伝票の作成から決算書の作成
までの経験者
勤務日 週２回
勤務時間 10：00〜16：00
給与 時給 900 円
保険 労災

防災、福祉、環境、芸術、文化等をテーマに市民公益事業をしてい
るＮＰＯやボランティア団体を、ＩＴを活用してサポートしています。ま
た、ＮＰＯでの「もう一つの働き方」を応援しています。
最寄駅 阪神尼崎
経験・能力 チラシ、デザイン、編集等経験者
勤務日 週５日（月〜土のうち）
勤務時間 9：00〜18：00（休憩１
時間）
給与 日給 7,000 円
保険 健康、厚生、雇用、労災

カルチャー教室の
受付、講座企画、
事務、会場設営など

女性スタッフだけの明るい職場です。助け合いのこころで仕事をすす
めています。
最寄駅 ＪＲ/山陽明石
経験・能力 パソコン操作
勤務日
月、火、木、土
勤務時間 9：30〜15：00（イベント企画運営のた
めの残業あり） 給与 時給 780 円 交通費支給 保険 雇用
試用期間２ヶ月

乳・幼児の保育

10/20 オープンの新しい保育ルームで、個別保育を行います。子育
て支援（ティーンズママ向けの料理教室）も行う予定です。
最寄駅 ＪＲ舞子 資格 不問（保育士、看護師の資格があれば尚
良し） 勤務日 月〜土で週２日から応相談
勤務時間 7：30〜
19：00 で応相談
給与 時給 750 円（有資格者は 800 円）
保険 雇用（条件を満たせば社会保険にも加入） 試用期間１ヶ月

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

078

Ｈさん（男・36 才）

パソコン整備など

079

Ｙさん（男・67 才）

国民年金についての相談

081

Ｍさん（女・39 才）

できることなら何でも

起業情報

交通費 上限 11,000 円/月
試用期間 １ヶ月

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

自作パソコンを作るのが得意で、仕事につなげたい
退職前の経験を活かし、ボランティアで相談業務をしたい
子育て中なので、午前中の空いた時間に働きたい

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。

Ｎo

お名前

事 業 内 容

実施地域

ひとことメッセージ

022

Ｏさん（55 才）

消費者教育

神戸市

任意団体で活動してきたが、ＮＰＯ法人化を計画しています

023

Ｍさん（57 才）

障がい者支援

神戸市

障がい者が生活できる場の確保とサポートをしています

「経理初心者講座」 開催のお知らせ
経理はしたことがないけれど、基礎知識が学びたい、という方のための経理初心者限定の講座です。経理の基礎を
身に付け、しごと探しやスキルアップに役立てませんか？経験豊富な講師が、丁寧に指導します！

？

13：30〜15：00

①小さな団体の経理事務

15：10〜16：40

②現金の取り扱い方と現金出納帳

13：30〜15：00

③勘定科目と集計

15：10〜16：40

④手続き書類いろいろ

10 月 25 日（土）

11 月 1 日（土）

！

＜講 師＞
増本 有砂 さん
会計処理集団「Office Mate」代表。宝塚 NPO センターで会計コンサルタントとして会計相談業務を担当。
また、阪神間を中心に個人や法人、任意団体、NPO 法人等の経理業務の出前や委託を請け負うかたわら、
自治体や団体等が企画する会計講座の講師として他府県にも出張している。
＜受講料＞

４，０００円 （1 コマ１，０００円 × ４回分）
＊４回通しでお申し込みください。

お申込み･･･まずはお電話ください！ 078-841-0387

リレーエッセイ(42)「私の生きがいしごと」

担当：狩野・飛田

ＮＰＯ法人 東灘地域・助け合いネットワーク

幸野 由紀子さん（中央区･37 才）

私は現在、英会話講師として、週に一度、2〜3歳児クラスと成人クラスの2講座を担当してい
ます。10年前に結婚退職するまでは企業の研究所で商品開発をしており、英語とはほとんど無
縁な生活でした。会社を辞めて時間ができたため、学生時代に好きだった英語を勉強し直そう
かな、と思い、私の英語人生はスタートしました。
その後、子どもを二人授かり子育て中心の生活でしたが、ほそぼそと英語と翻訳の勉強を続
け、在宅で何件か翻訳の仕事も経験しました。ただ、家で仕事をしていると、家事や子供の世話
と仕事との境界線を自分の中に引くことが難しく、かなりストレスがたまってしまいました。
そこで、今年の４月に下の子が幼稚園に入園するのを機に、外で働こうと思い、「子どもが小学校や幼稚園から帰っ
てくる時間まで」の「英語を使う」仕事を探しましたが、なかなか見つからず、落ち込む日々でした。日本の社会はなんと
働くママに厳しいのだろう、と実感しました。派遣会社に数社登録し現実を知り、会社以外の仕事や有償ボランティアを
探し始めたところ、ワラビーに出会うことができました。
今の仕事を紹介していただいたときは、私に英会話講師の経験がなかったので悩みましたが、「為せば成る」の精神
で飛び込みました。まだ初めて４か月ほどですが、「英語を教える」ことの趣き深さを感じ始めているところです。

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）
生きがいしごとサポートセンター 神戸東
（森田ビル３階）

※ 駅から 1 分
銀行

シーア

ＪＲ住吉駅
本住吉神社

東灘区役所

〒658-0051
神戸市東灘区住吉本町２−13−１ 森田ビル３階
（ＪＲ神戸線「住吉」駅北西すぐ）
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」事業は、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
「秋はストンと日が
暮れるやろ。それを秋の
日はつるべ落とし、と言
うてね。あ、つるべという
のはね・・・」。秋になると
幼い 私に 空を指差 して
説明してくれた母の姿を
思い出します。井戸を見
たことがなかった当時の
私には･･･？な話でした
が、（今はわかります！）
夕暮れの空を眺めなが
ら、昔の人は風流な言い
方をしはるなぁ、と思う今
日この頃です。（Ａ）

