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ワラビーを含む県内６ヵ所の生きがいしごとサポートセ

ンターは、来年３月に到来する受託期限に先立ち、事業

評価のあり方を検討しあっています。その一環として、利

用者の満足度アンケートを行うことになりました。その理

由や背景について、ＣＳ神戸理事長の中村順子さんとワラ

ビーの村上センター長に対談の形で語ってもらいました。 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

村上 ワラビーなど事業費が震災復興基金から出ている 

生きサポもありますが、基金の残金が底をついてきて 

いるとも聞きます。来年度は全生きサポの事業費が県 

の一般財源からになると言われていますが、緊縮財政 

の中、どうなっていくのか気になるところです。 

中村 生きサポは大震災の教訓が生み出した事業です。 

地域コミュニティの重要性が再認識され、地域のしごと 

相談を NPO など民間に委託する形で行政施策に反映 

されたのです。発足後５年、センター数も増えて、地域 

のための新しいしごと創出による社会的効果は年々増 

加しています。仮に一般財源になっても、さらに発展さ 

せなければいけない事業だと思っています。 

村上 「生きがいしごと」という新しい働きかたの概念が定  

着しつつあり、NPO と行政の協働として他県に誇れるシ  

  ステムだと思います。委託側がこの事業の効果性を私 

たちと同じように見るかどうかが、来年度につながるキ 

ーポイントですね。 

中村 実績は相談者数の増加などに表れていますが、そ

れだけでは活動の一面しか見ていないことになります。

事業の全貌をいかに適正に評価できるかどうかが大切

であり、このことは行政から事業を受託した時いつもつ

いて回る課題です。定量的な数値だけではない、総合

的な評価基準が必要だと思います。 

村上 確かに件数だけでは見えないものがあります。例え 

ば就業相談は、家庭内の問題、個人的な悩みなど、い 

わば利用者の人生そのものと向き合うこともあります。 

就業が難しくても「来てよかった。聞いてくれてありがと 

う」と、見違えるような明るい表情で言っていただく時、こ 

の笑顔が評価指標になればとさえ思います。 

中村 委託者と受託者が評価について共通認識を持つた 

めには、客観的な指標が欠かせません。起業・就業件

数は、生きがいしごとの創出量という点で評価軸の大き

な柱です。また活動が生み出した経済効果も評価対象

でしょう。もう一つ忘れてならないのが利用者の満足度

です。数字で量れないから利用者に聞く、つまりアンケ

ートをとらせていただきたいと思います。 

村上 ワラビーは昨年もアンケートをしましたが、今回は全 

生きサポが共通の設問で同時に行うところに大きな意 

義があります。結果の利用目的を知っていただき、でき 

るだけ全員に答えてほしいものですね。 

中村 アンケートを含めた総合評価に取り組み、この事業

の社会的影響の大きさを検証しようと思っています。結

果を兵庫県と共有し、事業の将来像を描きたいもので

す。財源が乏しいから…というような安易な縮小論にく 

みせず、地域 

の人々のため 

になるこの事 

業をさらに拡 

大発展させる 

ため、関係各 

位のご協力を 

お願いします。 

“生きサポ”事業 総合評価の試みに着手 

ＮＰＯと行政の協働に客観的な評価指標を 

◆本事業は財団法人阪神・淡路大震災復興基金を財源とする事業で、NPO

法人コミュニティ・サポートセンター神戸が委託を受けて実施しています。 
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前号でお知らせしたフェアの石毛氏による講演は、社会起

業家の熱い思いが伝わってくる素晴らしい内容でした。   

全部お伝えしたいのですが、紙面の都合上残念ながら、  

お話の一部を抜粋し掲載させていただきます。 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 日本の若者を救えるリーグをつくりたいと考えた。野球少

年・青年は多いが社会人、プロは先細りの状態。講演や少年

野球教室などで、「夢をもって頑張れ」とはいうが、一方で  

大人が夢を閉ざしてしまう現象をつくっている。若者が夢に 

チャレンジすれば夢が成就できる場が必要だと思った。 

アイランドリー

グの監督・コーチ

は全てプロ野球

経験者だが、大

半はコーチ経験

がない。レギュラ

ーをはったスター

選手が監督、コ 

ーチ、評論家の職を得ていくが、ほんの一握りだ。うちのコー

チたちは、そんな職がなかった。しかし、生まれ育った土地に

帰り、住んでいる子どもたちを集め、底辺の拡大やグラスル

ーツ（草の根）の活動を地道に１０数年してくれている。同じ釜

の飯を食った仲間として、セカンドキャリアの受け皿として雇

用の場がないかと考えた。夢にチャレンジする場が野球界に

絶対必要だと勝手に思い込んだ。 

四国に１００人の若者がきてくれている。１１６６人が応募し

てくれたが、１００人しか受け止められない。１０６６人は違う

環境で野球をするもよし、違う仕事、職をみつけて働くもよし。

培ったもので職場や地域をあたためていこう。それが野球人

の一番の社会貢献だ。忘れずに生かしてほしい。 

１００人のうち８６人はよそ者だ。四国出身は１４人。全員に

よそ者を意識せよと言っている。野球も普段も一生懸命、休

みには地域にとっていいことをしてくれる。あいつらはいい奴

だ。そう評価してもらえること。そうでないと地域に密着したビ

ジネスはできない。野球人、スポーツマンとしての精神で生

活してほしい。それを実践してくれて、あちこちで小さなぬくも

りの輪が広がりつつある。 

若者が日本の野球界の財産だ。自分の夢をつかむために、

人生をかけて戦う若者が日本の財産だ。アイランドリーグと

いう花壇をつくることができ、１００粒の種をまくことができた。 

 

 

 

芽を出し、花を咲かせようとする。時折、監督、コーチが水、

肥料を与える。しかしそれだけでは足りない。来場してくれる

人、四国の人たちの水、肥料が必要だ。いよいよスタートす

る。みなさんとともに見守ってもらいたい。花を咲かせた人が

四国の方々の財産になるようなリーグにしていきたい。成長

を見守っていただきたい。 

若者がプロになりたいという志があって、事業が成り立つ。

１００人のうち２～３人しかプロへ行けない。９割以上の若者

の出口をどうするかが私の仕事。うちの卒業生を、四国の第

１次産業に従事させていこうと思っている。四国４県の人口は

４１０万人。数年で３０～４０万人が減ると聞いている。橋を架

けて人を呼ぼうと思ったが、逆に出て行ってしまっている。う

ちの若者を送りこもう。介護ができなくても、お手伝いができ

る。野良仕事のレクチャーを受けたら、農業人として成功する

かもしれない。農業法人でも株式会社でも、農地をリースで

借りれていろいろできそうだ。 

老若男女いろんな人がくる。四国４県に若者の力をたくさん

集めたいと思っている。地域づくり、まち起こしには若者の力

が必要だ。若者、よそ者、ばか者が必要だと言う。よそ者とば

か者になって、四国を野球、スポーツで元気にしたい。 

何をもって成功というか。プロに何人ではなく、産業振興、

地域振興につながって、野球がもっと四国に浸透して、あら

ゆる団体の横のつながりよくなった、ありがとうとひとこといっ

てもらえることが、われわれの成功だと思っている。 

この構想をもったときは五分五分といわれた。五分五分だ

ったらスタートだ。一歩踏み出して動いた空気に動かされた

人がいる。いまは踏み出していい時期だと思う。みつめてく

れる、評価してくれる時代背景がある。 

一歩踏み出すきっかけがないとき、勇気、動機が必要な人

は徳島にきてください。どう野球、人生と戦っているか、向き

合っているのを

見てもらって動

機づけしてくだ

さい。夢を大きく

語ろう。語れば

日本は良くなる。

地域も良くなっ

ていきます。 

［フェアは９月１９日（月）に神戸ハーバーランドで開催しました。］ 

ｺｺｺﾐﾐﾐｭｭｭﾆﾆﾆﾃﾃﾃｨｨｨ･･･ﾋﾋﾋﾞ゙゙ｼｼｼﾞ゙゙ﾈﾈﾈｽｽｽﾌﾌﾌｪｪｪｱｱｱ 222000000555   石石石毛毛毛宏宏宏典典典氏氏氏（（（                                 ）））講講講演演演のののごごご報報報告告告   
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四四四国国国アアアイイイララランンンドドドリリリーーーグググ   
代代代      表表表 

テーマ 「今 、社会から求 められているビジネスを立 ち上げる」 
― 四国アイランドリーグを立ち上げた苦労・夢・これから。若者に夢を追い続ける場所を、野球を通じて地域貢献を ― 



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。 
                             

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-168 

小規模作業所 エンジョイ 

物を売る喜びと、人と出
会う喜びを通じて生きるこ
とをエンジョイして下さい。 

店頭販売（プチ喫茶含む）

及び外商（教会）、作業のメ

ンバーの介助・補助業務 

最寄駅は阪急王子公園  障がい者と接した経験や障がい

者に対する理解のある方希望、普通自動車運転できる方優

遇  木・金・土・日の間でご相談（土･日どちらか勤務必須） 

10:00～18:00 の間でご相談  時間給 750 円（試用期間 1 ヶ月

は 700 円）  求人数 1 人  誠意のある方急募！ 

B-169 
（有）ランクル福祉 

地域ゆりケアサービス 
介護・日常生活支援の援助 

最寄駅は阪神魚崎  ヘルパー2級で3年以上の実務経験者 

月～金曜日 9：00～18：00  時間給：生活援助 1,000 円、 

身体介護 1,500 円、日常生活支援 1,200 円  交通費補助 50

～200 円/日  求人数 5 人  パソコンできればなお可 

B-171 
ＮＰＯ法人 コミュニティ・

サポートセンター神戸 

コーディネーター 

（就業・起業相談・マッチン

グ、データ入力など） 

最寄駅はＪＲ住吉  パソコン必須（ワード・エクセル・メール） 

週（火～土）2～3 日 10：00～19：00  日給 7,000 円 

交通費支給  ＮＰＯ活動やコミュニティビジネスに理解があり、

社会貢献意欲が高く、人の話を傾聴できる人  求人数 1 人 

B-172 

ＮＰＯ法人 

市民サポートセンター明石 
 

介護保険枠外サービス「く
らしのサポート」を中心に活
動など多彩な事業展開中 

子育て緊急サポート事業の
推進 
（講座の企画運営、行政・
企業・NPO などとのネットワ
ークキング。関連する事務
処理、会計処理） 

勤務地は明石市内  資格不問、パソコン（ワード・エクセル） 

月～土曜日 9：00～18：00  時間給 700～1,000 円  交通

費（上限 10,000 円/月）  試用期間 1 ヶ月は日額 2,000 円＋

交通費実費  正職員のみ各種保険あり 求人数 2 人 

V-025 
六甲アイランド 

わんぱく保育園 

子どもの給食の配膳、食事

補助 （無償ボランティア） 

最寄駅は六甲ライナーアイランドセンター  経験不問 

活動日や時間はご相談させていただきます 

交通費はご相談、マイカー利用可  求人数 2～3 名 

 
 
 
 
Ｎｏ お名前 こんな仕事をさがしています ひとことメッセージ 

102 Ｙさん（女性・59 才） 営利企業でなく非営利の活動 環境、人権、韓日関係、福祉、心理学ほか多岐に関心！ 

107 Ｙさん（女性・48 才） 料理教室のアシスタントなど 経験３年の後、調理師資格取得。毎日働ける施設を希望！ 

113 Ｈさん（女性・59 才） 仙道治療の有償ボランティア 神戸医療産業都市構想が実現することを希求します 

114 Ｙさん（女性・56 才） 職種は問わず、作業希望 長年、箱折りの作業を経験、手仕事が減り困っています 

115 Ｎさん（男性・58 才） キャリアカウンセラーの仕事 現在ＮＰＯに所属、産学連携の仕事にもチャレンジしたい 

 
 

 
                            
Ｎｏ お名前 事業内容 実施地域 ひとことメッセージ 

41 Ｉ さん（31 才） 環境ソリューション事業等 神戸市 企業の社会的責任（ＣＳＲ）の環境分野に関わりたい 

42 Ｋさん（52 才） 障がい児のための学童保育 西 区 自宅を活用して障がい者の家族と共に事業をしたい 

43 Ｆさん（52 才） 占い師？ 須磨区 50歳になり、人様の役に立つことをしたいと考えています 

44 Ｏさん(28 才） シニア向け生活情報提供 神戸市 組織はＮＰＯ法人、媒体はインターネット・フリーマガジン 

45 Ｕさん(39 才) ドネルケバブの販売 東灘区 トルコ回転焼肉のテイクアウト店を神戸の観光資源に！  

こここ んんん ななな 人人人 ををを 求求求 めめめ ててて いいい ままま すすす    

起起起 業業業 情情情 報報報    

こここ んんん ななな 仕仕仕 事事事 ややや 職職職 場場場 ををを さささ ががが ししし ててて いいい ままま すすす    
就業先をお世話いただける方は、 
ワラビーまでご連絡を！ 

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。 
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１２月のサロンは福祉の起業がテーマです。ゲストスピーカーは桑山信子さん、尼崎にある

ＮＰＯ法人ＷＡＣゆずり葉理事長です。叔父の介護がきっかけで専門知識を学び、震災で被災

した自宅を義姉の介護ができる仕様で再建、やがて地域の役に立ちたいと自宅を開放して個

人的に福祉のしごとを始められました。そして自宅でのミニデイ事業にあきたらず、仲間を得て

ＮＰＯ立ち上げへとひたむきに突き進んでこられました。ＷＡＣゆずり葉の活動は、移送、子育

て支援、介護（訪問・通所）、地域交流事業と多彩、大忙しの毎日です。福祉サービスをオーナ

ーシェフの心意気で提供し、心のバリアフリー化に取り組む桑山さんの情熱あふれるお話を聴

いてみませんか。サロンの後半は、いつものように参加者で交流しながら、福祉について話し合いましょう。 

日 時 １２月１０日（土) １５：００ ～ １７：００ 

  会 場  ワラビー（定員２０名 受付け順)   参加費 ５００円(茶菓代) 

       ※まずは、お電話下さい！ 078-841-0387   担当：いかわ、うめき 

                                 
 

                                 堀尾 政江さん（東灘区・62 才） 
神戸市内の船用品会社事務社員として 30 年間勤務、昨年 7 月に定年を迎えました。でもまだ

自分の人生終わりではない。第二の人生でもう一度社会で頑張りたい、願望は常に…。 ハロー

ワークやセミナーの先生方のアドバイスを、これからの社会、私にとって何かと色々考えました。 

そんな折り、ちょうど目の前に福祉の仕事が…。でも今までとまったく違ったことに不安があり

ました。セミナーの先生に相談すると一言の言葉、「福祉の仕事は甘い仕事ではない、資格書だ

けでは仕事ができない。」と親切に教えて下さいました。この時、姫路福祉専門学校が秋開校と知

り、早速手続きを取り入学。通学が遠いために気が遠くなりましたが、これからの社会に役に立て

ることを心に、質の良い講義、実技を若い先生に指導していただき、日々机に向かい質問を繰り返しました。 

そして今年 3 月、無事卒業しました。当時は本当に大変でしたが、今は生活介護職でお一人の利用者のお役に立ち、

日々努力と何事に対しても前向きに取り組んできて、とても良かったと思っています。福祉の社会も利用者の加齢、私たち

も加齢、共につきものです。介護職とはいつも笑顔、明るい挨拶と共に利用者の顔色をチェックすることが大切です。 

私も定年まで勤めてきましたが、これからが自分自身の人生勉強だと思っています。年齢に関係なく、気持ちを切り替え

て日々明るく自分作りに頑張りたいです。今年 6 月に住吉のワラビーを新聞で知り、電話問合せをして面談、スタッフの性格

の良さ、また何事に対しても相談できて、私はこの出会いにとても幸せを感じています。 

 1２月１７日（土）ミニフォーラム「幸齢者と生きる」（講師 柴田久美子さん）を開催します。詳細はワラビーまで  

 
 

 
 
 

リリリ レレレ ーーー エエエ ッッッ セセセ イイイ ⑦⑦⑦「「「私私私 ののの生生生 きききがががいいいしししごごごととと」」」    

起起起業業業サササロロロンンン「「「福福福祉祉祉サササーーービビビスススをををオオオーーーナナナーーーシシシェェェフフフののの心心心意意意気気気ででで」」」開開開催催催のののおおお知知知らららせせせ    
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編集後記 

ワラビーでは若者から

シニアまで、福祉に関

連したお仕事相談が

多くあり、なかには心

傷ついた方も来られ

ます。私達は、何より

心を大切にしたいと考

えます。これから始め

る方も含め、決して無

理はせずに志を持続

させて下さい。  Ｕ 

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 

（ＪＲ神戸線「住吉」駅北西すぐ） 

ＴＥＬ：０７８―８４１－０３８７ 

開室日：火曜日～土曜日（日・月・祝休み） 

開室時間：１０：００～１９：００ 

★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 

「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」があります。 

詳しくは上記までお問合せください。 

＊駐車場もございます。ご利用 
の方は、事前にご連絡をお願 
いいたします。 

甲南ケアサポートセンター 登録ヘルパー 




