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新センター長挨拶

『それぞれの選択』を支え続ける生きサポに！
センター長

中山光子

このたび、生きがいしごとサポートセンター阪神

させると伝えているのは、コロンビア大学のシーナ・

北のセンター長に就任いたしました。宝塚 NPO セ

アイエンガー教授です。また、人間には「自分の人

ンターの事務局長と兼務のまま全力投球で頑張って

生は自分で決める」という欲求があるとも言ってい

まいります。どうぞよろしくお願いたします。

ます。

報道によりますと、今春卒業した大学生の就職率

仕事さがしと仕事起こしは、社会参加し社会の作

は 93.6％になったと、文部科学省と厚生労働省の

り手になる選択です。社会に関わろうと動き出す決

発表がありました。改善は４年ぶりで、過去最低だっ

意をした人の「選択」を支えることが、私たちのミッ

た前年を 2.6 ポイント上回ったとのこと。改善幅は

ション。

統計を取り始めた 1997 年以降で最大となったそう

このミッションを胸に、相談者を支え続ける「生

です。東日本大震災後の厳しい雇用情勢の中で、大

きがいしごとサポートセンター阪神北として一歩ず

企業に就職希望が偏りがちだった学生が中小企業に

つ着実に歩んでいきます。

も目を向け、ミスマッチの解消が進んだことにある
ことが要因らしく、久々の明るいニュースでした。
一方、大学生の卒業後の３年以内の離職率は３割。
就職ができても、さまざまに理由で辞めざるを得な
い若者はまだまだ多く存在します。就職したものの
身も心も疲れ果て、いったん休養した後に、仕事を
探しにセンターを訪れる若者が増えています。
また、職を求めているのは若者ばかりではなく、

今年も開催します

生きサポ合同フォーラム
日時：2012 年９月 15 日（土）
午後１時～午後４時 30 分
場所：神戸国際会館セミナーハウス
神戸市中央区御幸通 8 丁目１－６

子どもが学校に行っている短時間のみ働きたい女
性、現役時代に培ったスキルを活かし社会に役立つ
仕事をしたいシニア世代、そして、自分を生かせる

神戸国際会館９F
第１部

基調講演

講師：秋山正子さん（㈱ケアーズ白十字訪問
看護ステーション）

新しい職場を求める人など、実に様々な人が訪れま
す。
起業を志す人も多く、シニア世代は今までの経験
を活かした起業、女性の起業家は生活者の視点から
仕事を作り出し、同じ障がいを持つ仲間同士で起業
しカフェをスタートさせた若者もいます。
人生は「運命」
「偶然」
「選択」で構成されており、
「自
分で選択」をする行為そのものがその人を最も成長

第２部

分科会

（下記分野の実践者からの運営・軌道に乗る
までの具体策を聞く）
①福祉

②子育て支援

④生きサポ事例紹介

③まちづくり
⑤資金調達

※詳細は７月以降の HP 等でお知らせします。
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事業報告書の提出期限に注意！！
NPO 法人は、毎事業年度終了後に事業報告書（事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、役員
名簿、社員名簿）を、３ケ月以内に提出する事が法律で義務付けられています。（３月末決算の法人であれば、
６月末が提出期限となります）。ところが、兵庫県全体の NPO 法人のうち、約３割近い法人が提出期限を
２ケ月過ぎても提出をしていなく、兵庫県からの督促を受けているのが実情です。
NPO 法が改正され、認定 NPO 法人がぐっと身近になってきましたが、実はこの事業報告書の提出や法
令の順守が認定要件の１つになっており、事業報告書の提出が１日でも遅れた場合、PST 等の他の要件を
満たしていても、認定要件を満たさなくなってしまいます。他にも資産の登記・役員変更登記等にも期限が
ありますので、これらの期限を順守できるよう、法人の基本的な運営を最チェックする事が必要です。

【事業報告書・登記の期限】
① 事業報告書

————————

毎事業年度終了後、３ケ月以内

② 設立の登記

————————

認証後２週間以内

③ 変更の登記（定款及び役員）—

変更後２週間以内

④ 資産の登記

毎事業年度終了後、２ケ月以内

————————

法令の順守が
認定要件の一つです

新しく設立された NPO 法人
それぞれの専門性をもった NPO 法人が新しく設立されました。法人の立ち上がりは何かと不安になる事
が多いもの。当センターでは、そんな NPO 法人の立ち上がりの時期のサポートをさせて頂いております。
① 新生コーチ・カウンセラー起業支援協会心結 KIZUNA（西宮市）
コーチ・カウンセラー等が社会で独り立ちし、仕事としての生業が成せるよう、コーチ・カウンセラー
等が難しいと感じるマネジメントや経営コンサル、又、コーチ・カウンセラー同士が集い情報交換する場
を提供する等の支援活動を実施しています。
② 近畿 NPO センター（宝塚市）
人々が安心して暮らし、働き、そしてやさしさを享受できる地域社会の実現を目指しています。「他社
貢献」を理念に、市民生活支援事業、市民交流事業、地域雇用創出事業、市民情報発信事業、地域づくり
事業で皆様に貢献し続けたいと考えています。
③ こども療育センター（三田市）
発達障がい児及び、発達の遅れが気になる幼児・児童に対して、療育に関する事業を行い、障がい児（者）
の健やかな成長を支え、社会的な自立を支援します。
④ NPO トライサングル（宝塚市）
高次脳機能障害者の当事者をとりまく社会一般の皆様方に、脳障害への知識をそして理解を深めていた
だく事。高次脳機能障害者が 社会参加を志したくなる環境を、社会を創造する。障害当事者が住みよく
生きやすい世の中を目指しています。
⑤ しんぽ（西宮市）
障害者及び高齢者等に対して、生活支援及び社会参加の促進に関する事業を行い、障害者及び高齢者等
の福祉の増進とすべての人々が安心して暮らすことのできる地域社会を実現します。
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お仕事

ょ
いっし
に探しませんか

求人団体名

職種（雇用形態）

“ お一人おひとり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。
ホームページ、FAX、お電話でお申し込み下さい。

求人条件（勤務地 / 勤務日 / 経験資格 / 給与 / 求人数 / その他）

10 名
※分譲マンション清掃補助業務・管理員補助業務
管理員業務は（受付、立会、点検、報告連絡）
清掃業務、管理員業務だけでも可能です。
・兵庫県一円 ・月曜～土曜
・基本は９：00 ～ 17：00（マンションによる） ・経験 / 年齢不問
・時給 800 円 ・交通費実費支給 ・労災保険加入
１名
※編集経験者、ワード / エクセル使用可
まちづくりや地域づくり支援に興味のある人
事業運営スタッフ
・西宮市 ・週５～６日
NPO 法人
会議コーディネート ・基本９：30 ～ 18：00［週 40 時間を基本とする］
さくらネット
（正社員）
・月給 180,000 円（試用期間最長３ヶ月間は時給 750 円）
・業績により期末手当あり ・交通費 実費支給
・健康保険、厚生年金保険、労働保険あり
※尼崎・伊丹エリアにオープン予定（24 年８月）の介護職員 10 名

マンション
㈱コミュニティ 清掃業務
センター
管理員業務
（パートタイム）

・尼崎市 ・週４～５日程度（シフト制）
小規模ディサービス
㈱ホームス
・勤務時間（１）９：00 ～ 17：00 （２）９：00 ～ 14：00
施設介護職員
タッフ
（３）13：00 ～ 18：00 （４）９：00 ～ 18：00 の間４時間
（パートタイム）
・ヘルパー２級優遇 未経験可 ・時給 900 ～ 1,500 円
・交通費 実費支給（但し上限は日額 1,000 円） ・保険は条件による
カフェの
ホールスタッフ
NPO 法人
注文、給仕、店内清
トライサングル
掃
（パートタイム）

５名
※若者、障害者の就労支援施設。目標設定をして仕事に取り
組みます。多様な働き方が可能です。新規オープン
・豊中市庄内 ( 徒歩５分 )
・勤務日 勤務時間 応相談（６：30 ～ 17：30）
・時給 800 円 ・交通費 実費支給（但し１日 500 円、３H 以上勤務）
・働く意欲のある方ならどなたでも歓迎です
・保険加入は雇用条件による

● コバたん レポート ●
『こんなに元気になりました！』
下から突き上げるような猛烈な揺れ、気がつけば厨房内は油だらけ。昼食後で火を使っていなかっ
たのが不幸中の幸い、大火災を免れほっと胸をなでおろす。主人と経営していた小料理屋は福島原
発１号機から３㎞圏内で緊急避難。取るものも取りあえず、知り合いを頼って宝塚に降り立ったの
は 10 日後だった。不慣れな環境の中、話し相手もなく心身ともに疲れ果て、持病持ちの自分は毎
日の医者通いだったと A さん (54 歳、女性 ) は話す。早期の就職を目指したが小料理店での接客
経験を生かそうにも年齢の壁、就労経験のないハンディなどで仕事は見つからなかった。
３ヶ月経過した頃だった。『震災被災者専用求人』で某公的施設の「案内係」への応募を勧めら
れた。30 年振りの面接、こわごわ出向いた。採用！その仕事は本人にぴったりだった。長年の接
客で磨いた手際のよい案内ぶり、たちまちリーダー格として立派に任務を果たしている。
「コバたん、
こんなに元気になりました。働く毎日が楽しく、最近は医者いらずよ！」“ 働くことは、人を心身
共に健康にする ” 改めて実感したコバたんでした。

～就労マッチングの１コマより
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各種講座・相談のお知らせ
【実務講習会】「法人になったら必ずすること！」
「やるべき実務を、いつ、どこで、どのような手順で進めればいいのか？」
７/20（金）、９/20（木）13：30 ～ 15：00
参加費 無料

※内容は毎回同じです。

場所：（特）宝塚 NPO センター（ソリオ１、３階）

【実務講習会】NPO 法人の労務管理（NPO のマネジメント）
「スタッフを雇用したときの注意点」「トラブル事例の紹介およびその対応策」
７/20（金）15：30 ～ 17：00
参加費 無料

場所：宝塚市立男女共同参画センター（ソリオ２、４階）

■専門家を派遣します：会計、経営、組織、運営方法などに困ったら、各専門家が個別に相談にのりま
す。１コマ（約１時間）3,000 円（１団体２コマまで） ※要予約
場

所：貴団体のご希望場所

■インターン先を紹介します：コミュニティビジネスの起業や，ボランティア希望者に実習先として
先進事例 NPO や CB 団体を紹介します。
実習費：無料
対

※要予約

象：地域で活動・社会貢献したい、仕事したいシニア・団塊世代
詳細はホームページからご覧いだけます。⇒

http://cdc.hnpo.net/courseinfo

■ 編集後記 ■ CDC News は、今号、2012.6 月号（Vol.48）からデザインを少し変更するとともに、カラー
刷りにしました。気に入っていただけましたでしょうか？

本年４月から生きサポ（CDC）のメンバー

も一部交代し、編集作業も同様に新体制でスタートしました。今後、内容も少しずつ改善していきたいと
思います。皆さまも何かお気づきの点がありましたら、どしどしご意見・ご批判等をお寄せいただければ
嬉しいです。（T.K）
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至大阪・梅田

JR 宝塚駅
阪急宝塚駅
ソリオ２

至西

花のみち
商店街

ソリオ１

宮北

口

内︶

宝塚
大劇場

ワシン
トン H

武庫川

JR/ 阪急宝塚駅下車・徒歩すぐ

地域を元気にしたい！
みなさまのお越しをお待ちしています。

生きがいしごとサポートセンター阪神北
コミュニティ・デザイン・カフェ（CDC）
〒 665-0845 兵庫県宝塚市栄町２- １- １ソリオ１- ３F
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

（特）宝塚 NPO センター
〒 665-0845 兵庫県宝塚市栄町２- １- １ソリオ１- ３F
TEL：0797-85-7766 FAX：0797-85-7799
E-mail：zukanpo@hnpo.net
URL：http://hnpo.net/

「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、
特定非営利活動法人宝塚 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。
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