生きがいしごとサポートセンター阪神北

アイ

各種講座・相談のお知らせ

コミュニティ デザイン カフェ ニュース

第で
ア次
デ

CDCN

ドコデモ

起業

過疎化
高齢化
少子化

60 歳

無料

対象者

コミュニティビジネスを始める方、始めた方
地域活性化に関心のある方

からの

スゴシカタ

定員

らの

これか

養父市商工会 会議室

参加費

2013.12

特集

2014 年 2 月 4 日（ 火 ）13 〜 16 時
場所

54

農業のチカラ

40 名

宝塚 NPO センターの

４日間シニア大学
事務局

8

「２度目の人生の生き方」
了
／28終（水）
佐藤誠先生
9
了
／25終（水）
東陽子先生 石田隆章先生
11 終了 「就業・起業という選択肢」
／27（水） 熱田親憙先生 福島達夫先生
12
歳からのスゴシカタ」
／25（水）「60
佐藤誠先生

実務講座
法人になったら必ずやること！！

「ボランティア・地域参加という選択肢」

2013 年

日時

2014 年

終了
① 5/30（木）
③ 1/21（火）
終了
② 9/13（金）
④ 3/20（木）

会場：宝塚市立男女共同参画センター・エル
時間：13 時半〜 16 時半

「６次産業化の成功モデル」

「限界集落を守る」

ー 伊賀の里モクモク手づくりファーム ー

ー 朝来市佐中区 ー

毎回

13:30 ～ 15:00
（認定）宝塚 NPO センター
（宝塚駅前ソリオ１-３階）

場所

参加費 無料

（複数名でのご参加をお勧めします）

10 月 12 日、神戸国際会館セミナーハウスにて

一方、兵庫県朝来市佐中区、６５才以上

「ひょうごコミュニティビジネスフォーラム」を開催

の高齢者がほとんどを占めるわずか 13 世帯

しました。基調講演では伊賀の里モクモク手づくりファー
ム 代表取締役専務

吉田修さんに「コミュニティビジネス

で地域を変える、社会を変える」をテーマにお話を頂きました。

12月17日
（火）
14：00〜16：00

日

時

定

員 20名

場

所 宝塚商工会議所
（ソリオ2 ６F）

２０１3年

参加費 無料

対象者 NPO法人でなくても個人・任意団体･法人
申請中など、
どなたでもご参加いただけます。

無添加のハム・ウィンナー等の地域ブランドの開発から、農畜

援など、みずからを支えていくための基金を立ち上げ、
同時に公民館の前にあった小さな休耕田を再生して「ふき」

販売まで、売上高は５２億円、従業員は８００名を超え、農業

を栽培し、商品として販売するコミュニティビジネスを

を通して地域に貢献する全国的な６次産業化の成功モデルとなっ

スタートさせました。しかしながら思うようにいかない作

ています。「６次産業が大切」「デザ

物の生育、資材調達のための資金や人手の不足等、課題も

イナーによるイメージづくり」「事

多く残っています。

業と運動の両立」「使命感と勢い」

小さな限界集落を守っていく為

等の言葉から伝わってくるのは、

の高齢者による小さな取り組み

大胆な事業展開の中にも、細部ま

は、売上規模では測れない大

できちんと計画され、こだわり

きな意味を持っています。

事業の成功は大胆さの中に

ソリオ２
ソリオ１
ワシントン
ホテル

生きがいしごと
サポートセンター
阪神北

〒 665-0845
兵庫県 宝塚市 栄町 2‐1‐1
ソリオ1‐3F 宝塚NPOセンター内
TEL：0797-87-4350 FAX：0797-85-7799
E-mail：cdc@hnpo. net
URL：http://cdc.hnpo.net/
駐車場：ソリオ１…30分 200円
「生きがいしごとサポートセンター阪神北」は、兵庫県の「コミュニティ
・ビジネス等生きがいしごと支援事業」の補助を受けて、( 認定 )宝塚
NPOセンターが実施・運営しています。この事業は、
「播磨西」
「播磨東」
「神戸西」
「神戸東」
「阪神南」の6拠点にて運営されています。

中心となり、地域の高齢者の寄り合いや、買い物の支

産物の手づくり体験、レストラン、農業公園、宿泊施設、通信

をもった商品や事業の開発。

生きがいしごとサポートセンター阪神北

の限界集落。冬には雪で道路も閉ざされてしま
い、買い物もままなりません。そこで区の老人会が

ある細やかさにあるのか
もしれません。

佐中区の取り組みを生きが
伊賀の里モクモク
手づくりファーム

吉田 修さん

いしごとサポートセン
ターでも継続的に見

朝来市佐中区

松田 貢さん

守っていきます。

現代の農業は、農産物の生産というビジネス的側面だけではなく、地域活性、高
齢者福祉、若者就労、子どもの健全育成など地域コミュニティにおいて様々な役
割を持つようになってきています。
これら「農業のチカラ」を発揮している地域での取り組みをご紹介します。

新しくスタートした団体

「小さな種から生まれる地域の幸せ」NPO 法人ひょうご宝塚園芸福祉協会（宝塚市）

2013 年 9 月〜 10 月

NPO法人 P.U.S バングラデシュの村を良くする会（篠山市）
バングラデシュの子どもとその家族に、教育と衣食住の基盤を整える

NPO法人 ぽっかぽかランナーズ（宝塚市）
障がい者ランナーと伴走ランナーをマッチングさせスポーツ通じて多様な人々が尊重し合える社会を

NPO法人 青空n e t （香美町）
野外教育、自然体験活動を通して得れる感動や成長の機会を提供

NPO法人 川西市手をつなぐ育成会（川西市）
知的障がい者（児）とその家族が、地域で安心して生活できるように

パソコンコミュニティFuj i （宝塚市）
タブレット、インターネット、SNSなどを活用しシニアを地域社会と情報社会へ導く

大型マンションと隣接する「わくわくファーム」はＮＰＯ法人ひょうご宝塚園芸福祉協会が 6 月に開設した都市型体験
農場。子供からお年寄りまで土にふれ、作物の収穫体験しながら、交流できる憩いの場となっています。ＮＰＯ法人長
尾すぎの子クラブの子供達、長尾地区まちづくり協議会福祉部会メンバーや、地域の子育てママや家族連れなど地域の
人々が 11 月のさつまいも収穫時には毎日のように農園を訪れ自然を体感できる畑の中で遊びました。他にも仲間づく
り生きがいづくりの場「ゆうゆうガーデン」
、子供達が野菜づくりを年間通して学ぶ「楽農すくすく塾」、花と緑の出張
支援「花と緑のサポート隊」
、生きがいづくりと園芸福祉を学ぶ「園芸福祉サポーター講座」など多彩な事業を展開さ
れています。理事長の金岡さんと副理事長の立川さんは、参加者へのおやつにさつまいもを調理しながら「小さな種か
ら生まれる幸せを地域に作っていきたい」と。農園が都市の中で果たす福祉的役割を目指しています。

せんか
お仕事 一緒に 探しま

求人団体名

セントケア
西日本㈱

お一人、お一人の気持ちに寄りそう をモットーに個別の
ご相談を大切にしています。お気軽にご相談にお越し下さい。
また、求人登録も随時受付けています。HP、FAX、お電話でお申し込み下さい。

職種

生活相談員(常勤)
介護職員(常勤)

10名
・勤務地
西宮市五月ケ丘(西宮デイサービス)
・雇用形態 契約社員ただしエリア正社員への登用の途あり
生活相談員/社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員等
・資格
および普通免許
介護職員/ホームヘルパー２級以上は資格手当、無も可+普通免許
・勤務時間 生活相談員、介護職員/8：30〜17：30又は9：30〜18：30
・給与
生活相談員/185,000〜190,000円
介護職員/178,000〜180,000円
・交通費
全額実費支給

東日本大震災被災地の
商品等の
ネット販売・店頭販売

10名
・対象者
障がい者手帳をお持ちで通所可能な方
・勤務地
阪神芦屋駅から５分（エコミュカミング）
・勤務時間 9：00〜13：00か13：00〜17：00の時間帯の中で4時間
もしくは2時間で月20日以上勤務
・時間給
761円(兵庫県最低賃金に基づく)
なし(ただし居住する自治体からの助成あり）
・交通費

ホール・キッチン業務全般
(フルタイム)
補助
(パートタイマー)

5名
伊丹市昆陽(新設のラーメン店)
・勤務地
・経験資格 不問(やる気があれば可）
・勤務時間 フルタイム/11：00〜25：00の間で8Ｈ/隔週週休2日
パートタイマー/11：00〜25：00の間1日2時間〜/週2,3日可
時給850円〜（22時以降1,000円）
・時間給
規定により実費支給(上限10,000円)
・交通費

「竹田城下で若者の雇用を生み出す」ありがとんぼ農園（朝来市）
朝来市竹田、今話題の天空の城
竹田城下にある「ありがとんぼ
農園」は、農を通した様々なコ
ミュニティ・ビジネスに取り組
まれています。ありがとんぼ農
園が手がける農産物は全て無農
薬無化学肥料栽培。耕作には自
然物だけしか利用しないという
お米や野菜は安心安全の食を求
める都市部の消費者からの注文
が絶えません。
「他の農家からも
見学に来るほど今年の米は良く
育った。農薬なんて全く必要性
を感じない」と代表の岡村さん。

「朝来市の 84％は森林。
この資源を利用しない手
はない」と、間伐した木
材を薪に変え、どぶろく
作りや暖房エネルギー、
地域旅館の風呂等に活か
し、森林を整備すると同
時に、地域資源を有効に
活用されています。

「社会のニーズに応える
仕事をすれば、地域課
題の解決は後からつい
てくる」と、ドンドン
と新しい事業をつくり
出し、地域の若者の雇
用を生み出されていま
す。その一つに朝来市
と協力し「どぶろく特
区」を国に申請し、無農薬の米と間伐材で炊い
た「薪でつくるどぶろく」を商品化し販売を開
始されました。
「百姓とは 100 の仕事ができ
ないといけない」と、竹田地区の若者が地域に
残り活躍できるように、新しい視点でその多く
特技を活かし地域と連携されています。

都会の子供たちはアスファルト
に囲まれ、土の感触を知らずに
育つ。農薬を使わない絹のよう
な田んぼの土の肌触りを、都会
の子供たちに体験してもらい
「自然の感触を大人になっても
思い出してほしい」と阪神間の
小学生を招き、農業体験プログ
ラムを実施されています。

エコミュ㈱
就労継続支援
A型事業所

㈱希望新風

求人条件

※求人が既に充足している場合はご了承ください

就職のご相談にみえる方々の中には
自然と触れ合いながら仕事をしてみ
ブランド化、高付加価値化が
たいという若者や、田舎暮らしを夢
就農チャンス拡大のカギ
見ている中高年の方がおられますが
残念ながら就農をお世話できた実績
は当所にはまだありません。世間では TPP 交渉も大詰めを迎え、減反政策の見直
し、農地の大規模集積化さらには法人の参入障壁の緩和など過去農政の大幅な
見直しが行われていますが、本当の改革には、もう一味加える必要がありそうで
小林 浩昭
す。例えば 6 次産業化で成功を収めている「モクモクファーム」ではハムづくり
生きがいしごとサポートセンター阪神北
（2 次産業）やレストラン業（3 次産業）を合わせて 800 名の雇用が生み出されて
就職コーディネーター
います。また北海道の例で、100 ヘクタールの農地を経営するある法人では 100
名を超える社員が働いており、お米のブランド化を積極的に進めたことが成長のカギと聞きます。調べてみま
すと本日のハローワークでの農林業の求人件数は兵庫県内で僅か 27 件でした。まだまだ厳しい状況ではありま
すが、先に触れた二つの事例に共通する“ブランド化、高付加価値化”によって農業への就労機会がさらに拡
大することを願っています。
就労マッチングの 1 コマより

