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■□■1．コラム                     ■□■ 

仕事と生活の両立で地域を活かす 

～コミュニティビジネスで豊かな働き方～ 
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ここ最近の働き方、創業の選択肢として充足感や意義を実感できる「社会貢献性、地域貢

献性のある事業」に従事したいニーズが高まっています。例えば待機児童の問題、子育て

しながら働ける環境不足、食や健康など経験を生かした仕事づくりなどはまさに地域課題

解決を兼ねた地域貢献性のある仕事、つまりコミュニティビジネスであります。この解決

に向けた取組としての民間一時預かり、保育付きコワーキング、親子カフェなどを事業と

して展開することで課題解決と事業の両立を目指すようなものも一例です。 

 

このような仕事は「生活者として実感した解決したい困りごと=マーケットインビジネス」

であり、現代の創業や新規事業の上ではまさに顧客層と同じ課題に直面したアイデアや事

業内容が受け入れられることで事業としても成り立ちやすい結果につながります。安価な

商品や売れる商品やサービスを売る時代から、ニッチであっても生活者の実体験から発案

された付加価値あるビジネスこそ足腰の強い事業になっています。 

 

創業素人であっても、相談、セミナー、伴走支援、資金支援をはじめとしたサポートが充

実しているため、リスクや責任は生じるものの、生活者視点の計画を形にして創業に挑戦

する方も実際に増えています。 

高い給与や企業ステイタスだけではなく、理想としては職住接近、ワーク・ライフ・バラ

ンスある暮らし方、社会的意義ある仕事を求めたい就労や創業を目指しているともいえる

でしょう。 

 

かつては社会に役立ちながら自分も充足できる仕事とは欲張りな選択肢だったかもしれま

せんが、少しずつ公益性と事業性の両立した仕事や企業が増えております。まだまだ現実



社会で乗り越えるべき壁はたくさんありますが、働き方改革も一億総活躍も行政の施策を

待つのではなく、自分たちで考え、創っていく時期、段階にきているように思います。ま

さに生活者としての課題認識、暮らしの豊かさをつくるという視点がまさに活かされる時

代になっているのだと実感しています。 

 

永沢 映（ながざわ えい） 

NPO法人コミュニティビジネスサポートセンター代表理事 

埼玉県蕨市生まれ。日本大学商学部商業学科卒業。大学卒業後に環境ビジネスの会社を設

立し、会社経営とともに NPO の運営や支援を実施。2002 年からコミュニティビジネス支援

のため、サポートセンターを設立。広域関東圏コミュニティビジネス推進協議会代表幹事、

東京都北区創業支援施設インキュベーションマネージャー、内閣府共助社会づくり懇談会

委員、国土交通省半島振興委員など 
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■□■ 2．最新情報                     ■□■ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

《お知らせ》 

【厚生労働省】 

全国 47都道府県で「勤務間インターバル制度導入セミナー」を開催！ 

 

厚生労働省では、企業の人事労務管理ご担当の方を対象に、勤務間インターバル制

度とは何か、制度導入のメリット、導入する上での課題、助成金制度等について解

説するセミナーを、平成 30 年 9月から全国 47都道府県で開催します。〔事前申込制・

参加無料〕 

従業員の健康確保、過重労働対策について考える機会として、ぜひご利用ください。 

 

開催日時、申込方法など詳細は以下の WEBサイトをご覧ください。 

東京海上日動リスクコンサルティング株式会社（委託先） 

http://www.tokiorisk.co.jp/seminar/2018interval.html 

 

 

《地方公共団体の動き》 

【秋田県】大仙市 

平成 30年度「男女共同参画に関する川柳コンテスト」作品募集 

→「男（女）だから」「男（女）なのに」といった固定的な役割意識に疑問を感じたり、「こ

うだったらいいのに」と思ったことなど、皆さんの気持ちを川柳で表してみませんか。 

応募資格：大仙市内にお住まいの方、または通勤・通学の方／応募方法：持参、官製はが

き、FAX、E メール等（詳細は WEB サイトにて）／募集締切：平成 30 年 9 月 28 日（金）※

郵送は当日消印有効 

http://www.city.daisen.akita.jp/docs/2018070400017/ 
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【福島県】 

イクボス宣言してみませんか！ 

→福島県では、働きやすい職場環境づくりをさらに推進するため、部下のワーク・ライフ・

バランスを応援する事業所からの「イクボス宣言」を広く募集しています。 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011c/ikubosusengenkigyou.html 

 

 

【群馬県】 

「群馬県いきいき Gカンパニー」優良事業所表彰および優良取組事例集 

→群馬県では、育児や介護と仕事の両立、女性の活躍推進、従業員のワーク・ライフ・バ

ランスの実現に取り組む県内事業所を「群馬県いきいき G カンパニー」として認証してい

ます。 

http://www.pref.gunma.jp/06/g2200333.html 

 

 

【埼玉県】 

「企業向け非正規雇用対策セミナー」を開催 

→法制度における企業の対応の必要性について、非正規雇用者の処遇改善や法改正の動向

などとともに解説します。最新の取組み事例や裁判事例、助成金などの支援制度も紹介し、

就業環境の整備に向けたポイントや課題を学んでいただきます。平成 30 年７月 23 日から

平成 31年１月 17日まで、県内５地域で全 10回開催します。セミナー終了後には個別相談

会（事前申込制）も開催。参加無料。 

https://saitama-seminar.com/ 

 

 

【富山県】富山市 

男女共同参画サテライト講座「女性が働きやすい職場を目指して～法律の視点から考える

～」 

→富山国際大学子ども育成学部の彼谷 環（かや たまき）教授を講師に迎え、先進国の政

治や労働政策から働き方について考える講座です。 

日時：平成 30年 9月 8日（土）10:30～12:00／会場：富山国際学園サテライト・オフィス 

地域交流センター（CiC ビル 3 階）／定員：30 人（申込順）／対象：市内に在住か通勤・

通学している方／受講料：無料／申込方法：往復はがき、FAX、Eメールのいずれか 

http://www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/18089/1/0908.pdf 
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【石川県】 

「石川県ワークライフバランス企業」募集 

→ワークライフバランスを図るための職場環境の整備に特に積極的に取り組み、優れた成

果があった企業を「石川県ワークライフバランス企業」として表彰しています。現在、基

準を満たす企業（法人格を有する団体を含む）を募集中です。 

応募方法：応募用紙に必要事項を記入の上、貴社の取り組みがわかる資料を添付し、持参

または郵送にて提出してください（詳細は WEBサイトにて）／募集期限：平成 30年 9月 14

日（金） 

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kodomoseisaku/worklifebalance/hyousyou.html 

 

 

【三重県】 

「男性のためのコミュニケーショントレーニング」受講者募集 

→自分も相手も大切にする、「アサーティブ・コミュニケーション」を学ぶ講座です。「思

っていることがうまく伝わらない」「会話がうまくいかない」といった経験がある男性の御

参加をお待ちしています。 

日時：平成 30年 9月 8日（土）13:30～16:00／開催場所：三重県伊勢庁舎 4階 402会議

室／対象：20 歳代～40 歳代を中心とした男性／料金：無料／定員：20名程度（先着順）／

申込方法：ホームページ・郵送・電話・FAX・持参にてフレンテみえまで 

https://www.center-mie.or.jp/frente/event/sponsor/detail/23858 

 

 

【京都府】 

「仕事と子育て・介護の両立支援を考えるシンポジウム 働く人のダブルケア 育児と介

護の同時進行」参加者募集 

→「ダブルケアサポート事業」実施に伴いキックオフイベントとして、ダブルケアの理解

を促すためのシンポジウムを開催します。企業の人材確保の面からもダブルケアに対する

正しい理解と対応を学ぶ貴重なこの機会を御活用ください。日時：平成 30年 9月 13日（木）

13:30～15:00／開催場所：ウィングス京都２階【セミナー室 AB】／参加無料 

http://kyoto-womens.org/wp-content/uploads/2018/08/doublecare300913.pdf 

 

 

【大阪府】 

「ドーン de キラリフェスティバル 2017」を開催 

→2回目となる「ドーン de キラリフェスティバル 2018」は、ドーンセンターにおいて、企

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kodomoseisaku/worklifebalance/hyousyou.html
https://www.center-mie.or.jp/frente/event/sponsor/detail/23858
http://kyoto-womens.org/wp-content/uploads/2018/08/doublecare300913.pdf


業経営者等が答えるホンネのトークセッションをはじめ、各種セミナーや合同企業説明会、

相談会など、多彩な女性の活躍応援イベントを展開します。 

日時：平成 30年 9月 7日（金）・9月 8日（土）／場所：ドーンセンター（大阪府立男女共

同参画・青少年センター） 

http://www.dawncenter.jp/topics/fes/top.html 

 

 

【大阪府】大阪市 

第 9回 イクメン写真コンテスト（平成 30年度） 

→イクメン、イクジイの写真を大募集！応募者本人がイクメン（応募者と家族関係にある

方または本人）を撮影した作品をお待ちしています。 

応募資格：どなたでも（プロの方は除く。平成 31 年 1 月 20 日（日）の表彰式に出席でき

る方）／応募方法：WEBサイト内の“応募ボタン”より応募サイトにアクセスしてください

／応募締切：平成 30 年 9月 30日（日）必着 

http://www.creo-osaka.or.jp/ikumen/ 

 

 

【兵庫県】 

個別業種セミナー「資格を活かして働く」受講者募集 

→キャリア相談やセミナーの実績豊富な講師が｢資格｣と｢働き方｣について話します。 

対象：テーマに関心のある女性 20 名／参加：無料／一時保育：要予約・無料（1 歳 6 カ月

以上就学前まで。定員 6名）／申込方法：所定の申込書を FAX、郵送または持参 

http://www.hyogo-even.jp/koza0910.pdf 

 

 

【奈良県】奈良市 

イクメンハンドブックを作成しました 

→奈良で楽しく育児をするパパのための育児ハンドブックができました！子育てに役立つ

情報をパパ目線でまとめた 1冊です。 

配布対象者：母子手帳交付申請者および子育て中の希望者／配布場所：母子健康手帳発行

窓口、男女共同参画課、子ども育成課、市民課、保育所・幼稚園課 

http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1493184618975/index.html 

 

 

【山口県】 

「やまぐち子育て・イクメン応援企業」の紹介 

http://www.dawncenter.jp/topics/fes/top.html
http://www.creo-osaka.or.jp/ikumen/
http://www.hyogo-even.jp/koza0910.pdf
http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1493184618975/index.html


→男女がともに働きやすい雇用環境づくりで子育てを応援する「やまぐち子育て応援企業」

を御紹介します。今年度、新規に宣言届出をしていただいた企業も掲載しています。 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15900/kosodate/ouenkigyou00.html 

 

 

【福岡県】 

「福岡国際女性シンポジウム」開催 

→グローバルな視点から、女性の活躍は社会の発展や成長に不可欠であるとの認識を、世

代を超えて社会に広めるためのイベントです。女性だけでなく、男性もぜひ御参加くださ

い。 

日時：平成 30年 9月 8日（土）12:50～15:50／場所：ソラリア西鉄ホテル 彩雲・花／定

員：200名（要事前申込、定員になり次第受付終了）／参加費：無料／詳細は WEBサイトに

て 

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuoka-iwsymposium2018.html 

 

 

【長崎県】 

「イクボス養成セミナー」開催 

→スタッフの仕事と生活の調和を図りながら、高い生産性を引き出す能力を磨くための、

管理職層向けのワークショップ形式のセミナーを開催します。 

日時：平成 30 年 9 月 10 日（月）13:30～16:30／場所：長崎大学文教キャンパス グロー

バル教育・学生支援棟 3階 G38教室／対象：企業・団体の経営者・管理職層の方／参加費：

無料／申込方法：申込専用フォームもしくは FAX／締切：9月 4日（火） 

https://www.pref.nagasaki.jp/object/shikaku-shiken-bosyu/boshu/347900.html 
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【編集後記】 

暑さと台風が繰り返した今夏、日ごろからの備えや健康管理について、改めて考え

させられました。最近は、天災などで交通機関の乱れが予測されるときには、あら

かじめテレワークを活用し、在宅勤務に切り替える企業も増えてきました。環境に

応じて柔軟に対応できる力は、企業の実力の一つになってきているようです。 
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このメールは送信専用メールアドレスから配信されております。 

このまま御返信いただいてもお答えできませんので御了承ください。 

 

配信中止・配信先変更は、こちらから 

http://wwwa.cao.go.jp/wlb/e-mailmagazine/tetsuzuki.html 

 

バックナンバーはこちらから 
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このメールマガジンへの御意見・御要望はこちらから 

https://form.cao.go.jp/gender/opinion-0086.html 

 

内閣府「仕事と生活の調和」推進サイトはこちらから 

http://wwwa.cao.go.jp/wlb/ 
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