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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。 
 

生きがいしごとサポートセンター神戸東 

 

 

ワラビー開設時 

国枝（2000 年～02 年センター長）：2000 年 10 月のスター 

ト時、兵庫県の独自施策として初の「生きサポ」事業は、

マスコミで大きく報道されました。また、コミュニティ・ビジ

ネスが新たな言葉として広まり始めた頃で、中央労働セ

ンターの事務所には来訪者も多かったです。でも、残念

ながら、その後 2 期目はコンペで不採択になりました。 

村上（2004 年～09 年センター長）：2004 年の拠点増に再応

募し、3 期目の 6 月に神戸東地域で再開しました。初期と

違ってマスコミも取上げず、場所も住吉の目立ちにくい雑

居ビルの3 階でもあり、知名度向上が課題でした。チラシ

のハンディング、ポスティング、美容院や医院、銀行など

の待合室に毎月ワラビー誌を置いてもらう、求人票集め

に走り回るなど、いろいろやりました。 

狩野（2009 年～現センター長）：その後、長期に継続して活

動を続けられていることもあり、今ではクチコミで毎日何

人もの相談者が来られるまでになりました。さらには、北

海道や東京ほか、遠方からの相談もあるくらいです。 

ワラビーでの活動を始めて… 

国枝：企業から飛び込みました。最初

のうちは震災の影響が色濃く、相談

者としていわゆる“社会的弱者”の

方々に出会い、世の中にはこんなに

困っている人がたくさんいるのかと、

びっくりしました。しかし、しばらくする

うちに、そういう方々への理解も深ま 

特特特別別別   

企企企画画画   

 毎月発行している情報誌「ワラビー」が 100 号を迎えました。時間的にも予算

的にも限られた中で毎月ワラビー誌を出すのは大変ですが、「毎月、楽しみにし

ています」「記事に励まされました」などの声に支えられ、100 号に達することが

できました。改めて、皆さまに感謝するとともに、100 号までの道のりを、歴代セ

ンター長とともに振り返りました。 
 

り、次第に NPO、市民活動の世界にどっぷりと入りこん

で行ったような気がします。 

村上：私も同じく直前まで企業人だったので、当初はネ

クタイ姿で相談対応していました。出会う機会がまれだ

った障がい者の人たちとどう関わればいいのかなど、

当初は戸惑いも多かったです。週２、３日の働き方など

考えたこともなかったのですが、相談者の話を聞いて

いくうちに、徐々にそのニーズを実感し、生きがいしご

との世界が分かった頃には、知らず知らずのうちにネ

クタイが外れて活動していました。 

狩野：私はずっと海外の、やはり非営利セクターで働い

ていました。地域社会への貢献を主眼にした働き方と

いう点で似たような環境ということもあり、違和感なく

NPO の世界に入れました。ただ、今まで様々な人たち

と関わってきたと思っていましたが、日本にも本当にい

ろいろな人がいるなあ、ということも肌で感じています。

頑張っている人たちの応援ができるのが、とてもやりが

いを感じます。 

ワラビーでの活動を始めて… 

国枝：相談者の傾向は、時代の流れを反映しています

ね。当初の頃と比べ、障がいのある相談者が増加して

いると思います。知名度が高まったこととともに、不景

気で就職しにくい、一番最初に解雇される対象となって

いることなどが、大きな要因でしょうか。また一方で、発

達障がいの認知度が広まるなど、障がいがあることを

カミングアウトしやすい社会になったとも言えますね。 

ワワワラララビビビーーー座座座談談談会会会   
歴代センター長による 

（左から）国枝、狩野、村上 



 

  

 

 改めて知る「生きがいしごとサポートセンターとは？」  

設立後 12 年、県内各地のセンターでは、地域に密着した活動により、生きがいある仕事の支援を行っています。ワラ

ビー誌 100 号にあたり、新しい働き方への発進基地として役割を果たしてきた生きサポ活動を振り返ります。 
 ■発足 

阪神淡路大震災後、復興の流れに取り残される人々、

社会的弱者の生活支援のために兵庫県が設立しNPOに

委託しました。コミュニティ・ビジネス(CB)を中心とする新

しい働き方の創造を目指し、起業・運営の支援や無料職

業紹介を行う、他県では例を見ない制度です。 

■発足までの沿革 

1996 年  大震災後、兵庫県の生活復興局設置。被災高 

齢者等の生きがいづくり支援として、いきいき

仕事塾やフェニックスリレーマーケット開始 

1997年 総合的な生活の再建支援施策を講じた、生活 

復興支援総合プログラム開始 

1999 年  被災地 CB 応援プラン開始、政労使 3 者によ 

る全国初の兵庫型ワークシェアリング合意 

2000 年  兵庫県が初の生きサポを CS 神戸に委託、神

戸市内 1 ヵ所で CB 支援が本格化 

■発足以後の推移 

拠点が次第に増え、現在は神戸市内、阪神地区、播

磨地区で各 2 ヵ所、合計 6 ヵ所(NPO 法人 6 団体)で活動 

しています。運営団体は、毎年の公募によるコンペで決ま

るため、入れ替わることもあります。 

当初は震災復興基金の活用による委託事業でしたが、

2006 年以後は一般財源による補助金事業になりました。 

■現在の状況 

 パートタイマーや派遣労働者など、雇用が不安定な方々

の地域における就業支援という役割が増しました。法改正

による NPO 法人や認定 NPO 法人への関心の高まり、ソー

シャルビジネスの普及も追い風になっています。小規模作

業所の法人化支援にも大きな役割を果たしました。 

CB 起業相談や無料職業紹介所機能の発揮により、下

表のように年々右肩上がりの成果が上がっています。 

 

 

村上： 起業の相談に関しても、スタ 

―ト当初はコミュニティ・ビジネスの 

「コミュニティ」､つまり地域社会へ 

の貢献に比重を置くケースが多か 

ったのが、最近は「ビジネス」重視 

型が増えてきた気がしますね。 

印象的な出来事 

狩野：最初は不安そうに相談に来られた方が、仕事やボ

ランティアなど、社会とのつながりを築き、働くことで、

生き生きと人生を楽むようになられた様子を見ること

ができたときは、本当に嬉しいですね。そこまで何年も

かかるケースも多く、それだけに喜びもひとしおです。 

国枝：ワラビーはいろいろな人が来られて、つながりが

生まれていき、力になっていきます。そういった縁は、

１０年後の今も、様々な形で続いています。 

村上：一方、生きサポは地域毎に別の NPO が独立して 

運営しています。各センターの協力体制を築き、合同 

事業を実現し、また、兵庫県との真の協働を目指して 

共に働きかけるなど、率先して取り組んできたことも、 

大きな意義があると思います。 

これからめざすこと 
国枝：生きサポは、人と人とのつながりで成り立つ事業な

ので、継続性が重要ですね。だから、ワラビーとして、

人、情報、モノなどをつなぐ中継地点としての在り方を

ますます強化していくことが大切だと思います。 

村上：さらに言えば、航海に出た船が、おりにふれて立ち

寄り、さらに元気にステップアップを目指して再出発でき

る港のような存在でありたいですね。また、人の一生に

かかわる大きな事業なので、スタッフのレベルアップも

常に意識しながらやっていきたいと思います。 

狩野：ワラビーに来られる方、お一人お一人と向き合うこ 

とで、社会に必要なことが見えてきます。時代背景は変

遷しても、相談者の方と真摯に向 

き合う姿勢は変わりません。相談 

者が前進できるためのサポート、 

人と人をつなぐコーディネートに加 

え、時代の求めに応えてさらにチ 

ャレンジしていきたいです。 
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ホームホスピスを立ち上げたい。それだけでは収入が少ないので、居宅介護も視野に。 

 

こんな人を求めています 
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。 

下記以外にもたくさんの求人があります。お気軽にお問合せ下さい。 

 

こんな仕事や職場をさがしています 就業先をお世話いただける方は、 
ワラビーまでご連絡を！ 

Ｎo お名前 こんな仕事を探してます ひとことメッセージ 

12-184 Ｏさん（女・64 才） 清掃 清掃一筋 15 年。水曜と木曜午後に働けるところ探しています。 

12-204 Ｎさん（女・33 才） ＮＰＯ 海外で国際協力活動を経験。国内で社会に役立つ仕事をしたい！ 

12-216 Ｔさん（男・54 才） 事務 銀行、大学等で総務人事の経験有り。長期で働けるところを！ 

 
起業情報 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 

104 H さん（30 代） 高齢者福祉 神戸市 小規模デイサービスを立ち上げたい！場所を探しています。 

108 M さん（40 代） まちおこし 神戸市 マジックが得意です。地域活性化のために交流会を開きたい！ 

 

Ｎｏ 求人団体名 職   種 条件(勤務地／勤務日／勤務時間／給与／その他) 

B-1934 

NPO 法人  

コミュニティ・ 

サポートセンター 

神戸 

駐輪場管理員 

（パート） 

自転車駐輪場の利用・駐車料・維持管理、放置自転車の防止等駐輪指導業

務をお任せします。長期で働ける元気な方を募集！ 

最寄駅/JR 住吉   勤務日時/シフト制（月曜～日曜まで勤務可能な方）、

6：30～13：00 の間で 2.5 時間～6.5 時間、 13：30～22：00 の間で 2.5 時間～

7 時間      給与/時給 780 円      交通費/実費（上限 350 円/日） 

雇用期間/ ボランティア研修（約 5 日）後～3 月 31 日まで （以後、1 年毎の

更新）          保険/労災  

B-2139 
学童保育所 

どろんこクラブ 

学童保育指導員

（契約職員） 

放課後・長期休暇中の小学生の保育（学習支援・昼食作り）をお願いします。 

最寄駅/阪神深江   資格・経験/不問（保育士・教員免許あれば尚良し） 

勤務日時/月曜～金曜 12：30～17：30、土曜・長期休暇 8：30～17：30 

休日/第 2 土曜、日曜、祝日      給与/月給 101,025 円     

交通費/実費（上限 1 万円/月）    雇用期間/3 月 31 日まで（1 年更新）   

保険/雇用・労災・社会保険     試用期間/3 ヶ月（時給 750 円）         

備考/週 2 日(午前中)・月 2 回（夕方）の会議あり 

B-2142 
社会福祉法人  

あぜくら福祉会 

事務員 

（正職員） 

経理事務、及び、一般事務。 

最寄駅/JR 尼崎     資格/運転免許・簿記 3 級以上         能力/

ＰＣ 基本 操作         勤務 日時 /月 曜～ 金曜 、9 ：00 ～17 ：00  

給与/月給：172,400 円～（他諸手当あり） 交通費/実費（上限 45,000 円/月）   

保険/雇用・労災・社会保険              試用期間/6 ヶ月（同条件）  

備考/就職説明会 11 月 30 日、12 月 14 日  

B-2148 

兵庫県 

中小企業家同友会

事務局 

事務員 

（パート） 

データ入力・印刷・発行・行事準備等。電話・来客対応も含みます。積極的に

取り組む方を募集中！（姫路市出張あり） 

最寄駅/ＪＲ神戸、又は、元町      能力/ワード・エクセル・アクセス等の

基本操作     勤務日時/月曜～金曜、13：00～17：30（姫路勤務 9：00～

15 ： 00 、 月 4 回 程 度 ）    給 与 / 時 給 850 円   交 通 費 / 実 費  

雇用期間/1 年間（更新可） 保険/雇用・労災   試用期間/3 ヶ月（同条件） 

B-2150 
株式会社  

イーアンドイー 

調理員 

（パート） 

厨房でのランチの仕込み・調理。 

最寄駅/阪急六甲    勤務日時/火曜以外の週 4 日程度 9：30～14：00  

給与/時給 850 円～   交通費/実費（上限 5,000 円/月）   保険/雇用  

試用期間/3 ヶ月（時給 800 円）  



  

     
 

今年の２月から、ＪＲ住吉駅近くにある食パン専門店「職人気質」で働いています。 

主人の転勤の関係で神戸に住むことになり、関西での生活にもようやく慣れてきた時で、空いてい 

た時間で働きに行きたいと思っていました。そんな時、主人がワラビーのホームページで、自宅から徒 

歩通勤可能な、「職人気質」の職場の求人を見つけてくれました。翌日、初めてワラビーを訪ね、求人 

について相談をしました。働きに出るのは初めてではないのですが、自分の趣味の時間も持ちたいと 

いう希望がありました。週２、３日程度働ける今の職場は、ちょうど希望とも合っており、すぐに連絡をし 

ていただき、即日面接、すぐに働けることになりました。 

職人気質では、食パン製造補助と買いに来てくださるお客様の接客が主な仕事です。職場の環境も良く、楽しく働かせ

ていただいています。最初はまったく経験のないことばかりで心配やとまどいもあり、どうなることかと自分でも思いました

が、今では自分の仕事内容、仕事の流れも理解できるようになってきました。なにより自分が少しでも製造に携わったパ

ンがお客様に「美味しいです」と喜ばれていることを嬉しく思っています。 

今の職場で働けているのも、職場の方やワラビーとの出会いだと、とても感謝しています。 

リレーエッセイ(92)「私の生きがいしごと」 

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） 
〒658-0052 
神戸市東灘区住吉東町５-２-２  

ビュータワー住吉館１０４ 

（ＪＲ神戸線「住吉」駅南東側徒歩３分） 

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。 

 

ＣＢ交流サロン 

編集後記 

 今号は 100 号記念！ワラ

ビーを振り返る座談会でし

た。歴代センター長の語る

開設当初からの話を読み、

改めて身の引き締まる思い

がします。ワラビーに受け

継がれた「一人ひとりの思

いを大切にする」姿勢。この

思いをしっかり受 

け継いでサポート 

していきます！（Ｔ） 

    パン工房 職人気質 東灘店 

  平川 仁美さん （東灘区・49 才） 

ＮＰＯ会計担当者のための会計講座  「決算準備セミナー」 

ワラビー（東灘区役所の西隣） 

 

本住吉 

神社 東灘区役所 

シーア 

ＪＲ住吉 

 ２ 

郵便局 〶 

開催のお知らせ 

 

まずはお電話ください！ 

078-841-0387 担当：竹内 

日 時    １ 月 ２６ 日（土） 、 ２ 月 ２ 日（土）  両日とも １３：３０～１６：４０  

会 場   生きがいしごとサポートセンター神戸東 （ワラビー）      

参 加 費   ４，０００円（２日分合計） 

講   師   荻野 俊子さん （ＮＰＯ会計支援センター代表） 

 

そろそろ、決算が頭をかすめる時期となってきました。今年度も、ＮＰＯ法人として正確な決算を行うためにやるべき

ことを、しっかりと学べる決算準備セミナーを開催します。 

決算をテーマに、会計処理のスキルアップにもつながる講座です。内容は、ＮＰＯの会計担当者が悩む具体的な

「実務処理」に絞っています。分かりやすさで評判の講師が、丁寧に説明します。初心者の方、初めて決算処理をする

という方も、ぜひご参加ください。 

昨年度の受講者の感想 

・今回初めてでしたが、説明もわかりやすく、今後の参考になると思います。 

・一般企業とはまた違う会計を知ることができました。 

・大変参考になりました。会計の重要性について改めて認識しました。 

・丁寧な説明でよくわかりました。例題を使い、実際に計算したりしたので興味が持続しました。 




