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近年、コミュニティ・ビジネスは少しずつ地域に浸透しか

けており、言葉だけは耳にしたことがあるという方も多いと

思います。しかしまだまだ、「コミュニティがビジネスになる

の？ 具体的には何をすれば良いの？」といった明瞭でな

い部分が多いのではないでしょうか。 

確かに、「ここからここまでがコミュニティ・ビジネスの範囲」

「こういう方法がベスト」「これが成功の秘訣」といった形式は

ありません。地域の課題に視点を置き、多少の対価を伴う活

動を始めれば、それがコミュニティ・ビジネスと言えます。 

そして、大切なことは、ビジネスとしての安定と継続をめ

ざし、事業の計画性や将来ビジョンを持つことです。 

以下にコミュニティ・ビジネス起業の流れや、起業するた

めのヒントをご紹介させていただきます。 

 

「やってみよう   コミュニティ・ビジネス(ＣＢ)！」 

“あなたのチカラ”で地域のニーズやシーズをビジネスに！！ 

◆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。 

生きがいしごとサポートセンター神戸東 
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STEP１  地域で求められることを発見する 

· 一人暮らしのお年寄りのために、お弁当をつくって届ける 

· 炊事、洗濯、買物などの家事サービスを提供する 

· 目の不自由な人のために本の朗読テープを作る 

· 育児支援として、託児・保育を引き受ける 

· 地域での求職者に職を見つけてあげる 

· 散髪、美容などを自宅へ出張してサービスを行なう 

· 足腰の弱い人のための外出の送迎をする 

· 地域で発生した廃品や使わないものをリサイクルする 

· 商店街の空き店舗を借りて素人のお店を開く 

· 地域の自然や歴史文化資源を発掘し、観光に結びつける 

· 地域独自の産品を開発、製造・販売する 

· 専門家とネットワークし、まちづくり会社をつくる 

· 地域情報をホームページや紙面にまとめて広報する 

· 地域のＦＭ放送を行なう 

· 地域のイベントを企画・運営する 

· 集会所の運営や公園の管理などを引き受ける 

· 地域の調査や研究を行なう 

· コミュニティ・ビジネスについての相談を受けたり、

開業・運営のサポートを行なう 

· 住宅のバリアフリー化や修理を代行する 

· 安全な地域の食材を活用したレストランを経営する 

· 不登校児童のために交流や自由な学習機会を提供する 

· 外国人のために翻訳や通訳を行う 

· 家庭で発生する廃油を再生し、石鹸等を製造・販売する 

· 社会参加を求める障がい者にパソコンを教える 

· 古いパソコンや電化製品を修理・再生する 

まままちちちづづづくくくりりりににに貢貢貢献献献すすするるる   

行行行政政政なななどどどかかかららら委委委託託託ををを受受受けけけるるる   

困困困っっっててていいいるるる人人人びびびとととののの役役役ににに立立立つつつ   

自自自分分分ののの特特特技技技ややや技技技術術術ををを活活活かかかすすす   ＣＢ 
ＮＰＯ 

STEP２  そのために自分に何ができるかを考える 

STEP３  起業のための具体的な手立てを打つ 

STEPＸ  次の答えは、ワラビーで見つけて下さい！ 



 
 

― 活動にマザー・テレサの姿が重なり感動、感激！ ― 
12 月 17 日（土）開催のミニフォーラムは、感動、感激の連続、中には涙ながらに聴講される方もいらっしゃいました。

講師の柴田久美子さんは、島根県知夫里島（隠岐諸島）でＮＰＯ法人なごみの里を主宰しています。活動内容は、お年

寄りが安らかな最期を迎えられるよう、村の集会所を改装した「看取りの家」での 24 時間態勢の介護です。 

柴田さんは高齢者を、終末期を看取る人に希望を手渡し、生きることの尊さを教えていただける人と考え、「幸齢者」と

表現されます。各地での講演行脚を続けるのも、幸齢者を宝物と心から言える社会を目指しての活動です。 

フォーラムでは、100 才で逝ったあき
．．

さんをはじめ、入居者とその家族の様子や心の交流が紹介され、看取ることの意

義、人として尊厳ある死などについて諄々と語られました。トークの端々に心の師マザー・テレサへの思いがにじみ、印

象的な言葉も紹介されました。「この美しい国に貧しい人々がいる。彼らは食べ物でなく愛に飢えている。」 

感動の面持ち冷めやらない 22 人の参加者からは、「親の現状や将来」、「自身の不安や問題意識」、「高齢者の幸せ

とは」、「延命治療の是非」などなど、さまざまな感想や質問が続出しました。

「看取る家族のあり方？」への回答は次のようでした。「ただ抱きしめて旅立つ

人を見送ろう。生まれた時、私たちは抱きしめられた。最後の親孝行は抱きし

めること。日本人の心を取り戻し、日本が変わる大きな力になります。」 

「看取りの家」の今後の展開予定も話題になりましたが、神戸にも早期に作

りたいとの回答を得て、参加者の期待は大きく膨らみました。（後日、柴田さん

から２００７年４月開設予定との連絡がありました。） 

ＮＰＯ法人なごみの里 ホームページ  http://nagominosato.org/ 

 
 
 
 

―顔が見える地域住民としての子育て支援を― 
東灘区には多くの子育てサークルがあり、抱える悩みは共通していると言えます。１年半前、それらの問題を解決し各

サークルの活動を支援するため、区役所の担当部門からの声がかりで、専属の事務局「東灘子育てサークルネット」が開

設されました。主な活動は、各サークルと区役所の中間で連絡連携の労をとることですが、法人格を持たないためにやり

にくいこともあり、昨年 6 月、同団体の人羅亜矢子(ひとら あやこ)さんたちは NPO 法人化したいとワラビーを訪れました。 

手続きは順調に進行し 06 年 1 月に認証取得、名称は「KOBE 子育てネット」に衣替えしました。活動範囲は、従来の行

政窓口業務や親子交流会、サークル交流会などに加え、自主事業としてメンバーの専門性を生かした育児相談、講座や

講師派遣を取り入れ、食育事業など新分野への広がりも視野に入れてのスタートです。 

新たな門出を迎えた人羅さんたちにとって、活動環境は年々変化してきています。各サークルは、構成メンバーの幼児

期が終われば幕を閉じ、次のスタッフが育たない傾向にあります。行政の子育て支援策拡充により、母親同士で助け合う

サークルのニーズが減っているのです。しかし、一方で母親の孤立感などが潜在化している現実もあり、人羅さんたちは

自分たちの持つソフト面で対応したいと考えています。また、子育ては幼児期

だけでなく、学齢期、思春期と続いていきます。子育て支援をイベント的でなく、

住民との関係の中で生活に密着したものとして地域の中でつないで行きたい

と、メンバーの思いはふつふつと熱くたぎっています。 

【 NPO 法人 KOBE 子育てネット 】 

所在地  神戸市東灘区森北町 

理事長  畑 美貴    副理事長  人羅 亜矢子 

URL http://higashinada-kosodate.jp  E-mail  hkcn-tanpopo@kcc.zag.ne.jp  

ＮＮＮＰＰＰＯＯＯ・・・ＣＣＣＢＢＢミミミニニニフフフォォォーーーラララムムム「「「幸幸幸 齢齢齢 者者者ととと生生生 きききるるる」」」のののごごご報報報告告告   

起起起業業業事事事例例例「「「ＫＫＫＯＯＯＢＢＢＥＥＥ子子子育育育てててネネネッッットトト」」」立立立ちちち上上上げげげのののごごご紹紹紹介介介   
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起業のご相談はワラビーまで 

サークル活動に参加する親子 

ずっと笑顔でトークされた柴田さん 



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-191 
特定非営利活動法人 

福祉ネット 寿 
登録ヘルパー 

最寄駅はＪＲ六甲道  全身性移動介護または日常生活支援

講習修了者、２級ヘルパー、１級ヘルパー、介護福祉士 

祝日を除く毎日  9:00～18:00 の間でご相談 

時間給 700～1,500 円、介護内容により異なる  交通費別途 

求人数 1 名  障がい者、高齢者支援に熱意ある方、歓迎！ 

B-197 
特定非営利活動法人 

シンフォニー 

コーディネーター 

（ＮＰＯ、コミュニティ・ビジネ
ス、起業、就業等の相談業
務） 

最寄駅は阪神尼崎  パソコン操作必須  火～金曜日 

10:00～19:00、土曜日 8:00～17:00  日・月・祝休み 

月額 140,000 円～  交通費別途支給  各種保険有 

求人数 1 名  雇用期間 就業開始～2006 年 3 月 31 日 

B-198 
キッズワールド・ 

アフタースクール 
学童保育所の指導員 

最寄駅はＪＲ住吉  資格不問、子育て経験あれば尚可 

月～金（祝日を除く）14:00～21:00（春･夏･冬休み期間は 9:00

～21:00）の間でご相談  ※可能であれば早出・残業有 

時間給 800 円  交通費はご相談  求人数 若干名 

時には先生として、時には母親のように接してくださる方を募

集しています。 

V-027 やかまし村 

グループホームで開催する朝

喫茶でのモーニングサービス

の提供 

最寄駅はＪＲ六甲道  年齢・性別不問  第２・４木曜日 

6:30～10:00（左記の間で早出・遅出についてはご相談） 

朝食・交通費支給  ボランティア保険有 

人と接することが好きで、やる気のある方、大歓迎です！ 

 
 
 
 
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 

139 Ｍさん（男性・48 才） 経営のコンサルティング 洋菓子メーカーで企画立案・販売促進・営業ほかを経験 

140 Ｈさん（女性・30 才） 会計事務職 日商簿記２級取得めざし勉強中、長く続けられる職場希望！ 

142 Ｉ さん（女性・39 才） メディア作成等情報関連職 ＮＰＯ活動に関心あり、人と情報に関わる仕事を希望！ 

143 Ｆさん（女性・56 才） お好み焼き屋の見習い 神戸のお好み焼きの味に感動！将来ＣＢとして起業を計画中 

144 Ｗさん（男性・43 才） 高齢者介護施設での仕事 会社勤務やファミコンショップ経営の後、ヘルパー２級取得 

150 Ｉ さん（女性・35 才） インテリア関連職全般 リフォーム提案の仕事をめざし、資格取得をめざしています！ 

 
 

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

46 Ｓさん（23 才） 地域の寄り合い場の提供 垂水区 家庭の情報交換の場や子供の社会参加を促す場に！ 

48 Ｈさん（37 才） キャリアアドバイス 阪 神 現在、キャリアアドバイザーの資格取得に励んでいます 

49 Ｙさん(58 才) クラフト制作の出張指導 神戸市 指導者のネットワーク組織を形成し、高齢者施設等へ 

50 Ｕさん（27 才） 若者支援のＮＰＯ起業 尼崎市 ニート、ひきこもりの支援活動のネットワークを広げたい 

66 Ｓさん（37 才） 元気なシニア活用事業 東灘区 高齢者支援事業においてシニアの豊かな経験を活かす  

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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ワード・エクセルの基本操作を覚えたら、次はプレゼンテーションの王道・パワーポイントを学んでみませんか？ 

講師は、富士通ラーニングメディア認定のシニアＩＴアドバイザーによって結成された阪神ＳＩＴＡ(サイタ)クラブです。同

団体は、シニア自身が指導者となり、パソコン未経験者、初心者の人達を指導する事によって「情報リテラシー（読み書

き能力）の裾野の広がり」、「シニアの新しい社会参加」等の効果を期待した活

動を行なっています。  

講座は全２回で、第１回目はパワーポイントの基礎とプレゼンテーション作

成・編集。第２回目はオートシェイプやスライドショーなどの特殊効果です。 

日 時  ３月４日(土)、１１日(土) １３：３０ ～ １６：３０ 

会 場  ワラビー（定員５名 受付け順) 

参加費  全２回コースで３，０００円 

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

                         
 

                                広野 史子さん（芦屋市・37 才） 
一度の転職、一年の育児休業を経験した後、一旦企業の営業職を辞し、キャリアアドバイザ

ーとして活動を始めたころ、ワラビーさんとの出会いがありました。出会いというと聞こえはい

いですが、こちらから押しかけたようなもので、私の勝手な話を辛抱強く聞いていただいたのが

そもそもの始まりでした。 

そして 12 月から、ワラビーさんからのご紹介で、（独）雇用・能力開発機構が運営するヤング

ジョブスポット神戸のアテンダントとして、若年者の就労支援、啓発事業に参画しています。自

分の適性がわからず、方向性が明確に出来ない方のカウンセリング、応募書類の書き方のア

ドバイス、意識啓発のセミナー企画など、具体的な就職活動にいたるまでのサポートを行っています。利用者の方は主

に３０代前半までの離転職者の方で、就職活動中の大学生や小さなお子さん連れのママもいらっしゃいます。一人ひと

り、それぞれの思いを胸に抱えて「就職」に前向きに取り組もうとされている姿に、ここに来ることで少しでもポジティブな

気持ちになってもらえればいいなと思いながら相談を受ける日々です。入って早々、１月に開催される大イベントの準備

もあり大忙しですが、お役に立てることが少なからずあり、このご縁をいただいたワラビーさんにとても感謝しています。 

２月には女性の再就職をテーマにワラビーさんでセミナーを持たせていただきます。 

仕事は、人生を楽しく彩り豊かにしてくれます。皆さんにも生きがいの絵の具が届きますように。 

 
 

 
 
 

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 

＊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。 

【スタッフ紹介】 
 

コーディネーター 

島田 久美 

最初は、利用者と

してワラビーに関

わってきました。 

農業体験研修や会計ソフト講座を受講、

さらにボランティアとして参加して、勉強

になり視野が広がりました。自分自身が

スタッフに親切に相談対応をしてもらった

ので、今度は来所される方に喜んでいた

だけるように心がけたいと思います。 

＜開室日＞ 

火曜日～土曜日 

（日・月・祝休み） 

＜開室時間＞ 

１０：００～１９：００ 

リリリ レレレ ーーー エエエ ッッッ セセセ イイイ ⑩⑩⑩「「「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」」」    

パパパソソソコココンンン講講講座座座「「「始始始めめめてててみみみよよよううう！！！PPPooowwweeerrrPPPoooiiinnnttt！！！！！！」」」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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独）雇用・能力開発機構 ヤングジョブスポット神戸 アテンダント 

“生きサポ”５団体と兵庫県共催のＣＢフェア
2005におけるＳＩＴＡクラブ出展風景 




