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株式会社イータウンでは、 

地域をつなぎ、元気にする、 

社会の仕組みを変える、 

そんな、シゴトに取り組む仲間を募集します。 

コミュニティカフェやまちづくり・ソーシャルビジネスのこと、 

一緒に考え、汗を流しませんか？ 

 

今回の募集テーマは、 

「コミュニティカフェ、コワーキングカフェでの地域交流・活性化」 

 

タウンカフェでの地域交流や活性化など、地域をつなぐコミュニティカフェ運営や 

コワーキングカフェを活用した交流から地域活性化につなげる取り組みなど。 

コミュニティビジネスを学び実践したいアナタを待っています。 

 

 

 

「まちづくり仕事人」募集します。 
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株式会社イータウンでは、cafe から始まるおもしろまちづくりをテーマに、地域のまちづくり交流拠点と

なるタウンカフェ事業や、交流機能を担うコワーキングスカフェを運営しています。 

また一方でこうした実践ノウハウをベースに、デザイン事業やまちづくり応援事業として、横浜市内外で

NPOや企業、自治体などへのサポートも行っています。 

 

地域密着で地域交流や活性化を行いたい方、 

自分で、仲間と、一緒に考え行動し、新しい事を切り拓いていきたい方、 

コミュニティビジネス・ソーシャルビジネスやNPO、ボランティア団体の経験を活かしたい方、 

将来の夢に向かって働きながら、じっくりと実践経験を積みたい・チャレンジしたいと考えている方。 

私たちが培ってきたネットワークや経験、ノウハウを生かしながら、 

あなたの思いや、地域・社会に必要とされている事を実現してみませんか？ 

 

 

 

私たちの事業や組織は、とても小さな規模です。 

そして、地域や社会に必要なことや課題解決のためのコミュニティビジネスとして事業運営を行なっ

ています。 

そのため、与えられた仕事こなすのはもちろん、自らの意思で、事業やサービスの企画づくりから、

実践、評価まで、一貫して関わる意識と実践力が求められます。 

さらには、まちづくり団体や商店街などの地域団体と連携して実施する、イベントや情報誌発行、フ

ォーラムなどのまちづくりや地域交流活動など、地域の一員として積極的に関わる姿勢も大切にして

います。 

 

自分や地域の夢、思いを実現することは、決して簡単ではありません。 

自分の考えよりも他者の意見を優先したり、ひたすら単純作業を繰り返したり、猛暑の中、ボランテ

ィアの方々と一緒に汗を流してのイベント運営やちらし配布や清掃など、地道な作業の方が多い事も

事実です。こうした裏方仕事や、地道なことにしっかり取り組める勇気と覚悟のある方、ぜひ一緒に

汗を流しませんか？ 

 

 

 

株式会社イータウン 代表取締役 齋藤 保 
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「まちづくり仕事人」募集要項   

募集人員 若干名 

業務内容 ▼まちづくり関連事業  【コーディネーター候補】 

コミュニティカフェ「タウンカフェ」の運営やコワーキングカフェ事業、まちづくり応援事業、

デザイン事業のコーディネーター補佐など 

事業の企画立案から事業運営まではもちろん、店舗の管理運営を行い、将来のコーディ

ネーター候補として実績を積み上げていただく予定です。 

 

▼タウンカフェ事業運営 【コーディネーター候補/店舗スタッフ】 

コミュニティカフェの運営を通して、地域のつながりづくりや交流・活性化を目指します。 

 

▼コワーキングカフェ 【非常勤店舗スタッフ・土日のみ】  

コワーキングカフェの運営を通して、地域のつながりづくりや交流・活性化を目指します。 

 

■共通業務 

・店舗運営オペレーション（接客・販売サービス） 

・キッチンでの飲食提供サービス 

・店舗のオープン、クローズ作業 

・まちの交流サロンなど、地域交流イベントの企画や運営 

・その他、事業に必要な企画や事務作業など 

■担当業務（以下のいずれかについて、責任者として業務担当を担っていただきます。 

・小箱ショップ出店者管理売り上げ管理 

・販売商品の仕入管理 

・ボランティアコーディネート・活動サポ―ト 

・情報誌発行、ホームページ管理 

・その他 

応募資格・条件 社会人経験 2 年以上の方で、地域活性化やまちづくり、コミュニティカフェにい関心のあ

る方。過去に運営等に関わった経験や、SB/CB 実践・支援スキルがあれば歓迎 

勤務地 川崎市幸区、横浜市港南区 （業務によりに県外出張あり）  

契約形態 ①契約社員 / ②非常勤スタッフ 

契約期間 2020 年 4 月 1 日から 1 年間 
（勤務開始日は応相談。契約期間は双方合意の上更新とします） 

勤務日数・時間 ①契約社員：週 2.5 日～5 日程度の勤務 / 8:00～19:00 までのシフト制 

* 土曜日や日曜日・祝日、夜間のシフトも必要な場合があります。 

* 週の勤務時間合計が、16 時間～40 時間（実働 4 時間～8 時間/日）の勤務。 

* 勤務日や時間帯は相談の上決定とします。 
 勤務形態の一例 

・18 時間勤務：1 日 6 時間×週 3 日 
・28 時間勤務：1 日 5 時間×週 2 日、8 時間×2 日 
・40 時間勤務：1 日 8 時間×週 5 日 
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②非常勤スタッフ：週 2 日～4 日程度の勤務（1 日あたり 3 時間～6 時間程度を想定） 
9:00～19:00 までのシフト制 

* 勤務日や時間帯は相談の上決定とします。 
* 土曜日・日曜日・祝日、夜間の勤務もあります。 

給与 ①契約社員：月額 21 万円～28 万円/週 5 日の場合：年齢・経験による 

*3 ヶ月間は試用期間とする。（試用期間中は時給 1,011 円とする） 

 

②非常勤スタッフ：時給 1,011 円～ （経験等により考慮） 

*3 ヶ月間は試用期間とする（試用期間中の交通費は自己負担とする） 

諸手当 ①通勤交通費支給（上限 15,000 円/月）  ② 通勤交通費支給（上限 300 円/片道） 

①②出張交通費実費、出張手当支給 

社会保険 労災保険加入、 雇用保険 （週 20 時間以上契約の場合） 
健康保険、厚生年金保険加入 （週 30 時間以上契約の場合） 

休日・休暇 ①週 5 日間フルタイム勤務の場合 

１ヶ月変形労働時間制の範囲内で４週８休制 (土・日の勤務もあり) 

夏季休暇（3 日間）、年末年始休日（4 日間）、年次有給休暇あり 
*年間休日：111 日（2018 年度実績） 

 
  
●応募方法 
履歴書（自由書式・写真貼付）と、エントリーシート（指定様式）を、メールもしくは郵送でお送りください。 
 
＊エントリーシートは、港南台タウンカフェ、新川崎タウンカフェで配布、 

もしくは web サイトからダウンロードしてください。 https://www.e-etown.com/ 
 
 
 
■応募・お問合せ先：株式会社イータウン 担当：野崎   TEL：045-520-8550  office@e-etown.com 
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■株式会社イータウン 会社概要 
 

事業内容 ・港南台タウンカフェ・新川崎タウンカフェの運営 
・地域活性化プロデュース 
（まちづくりやコミュニティカフェ運営アドバイスやコンサルティング講座など） 
・コミュニティビジネス・ソーシャルビジネス支援（セミナーや起業相談、講演） 
・情報デザイン事業（ホームページ企画デザイン制作・広報支援など） 

設立 2004 年 7 月 7 日 

代表 代表取締役 齋藤 保 
●くらしまちづくりネットワーク代表 

●横浜コミュニティカフェネットワーク代表 

●総務省地域活性化アドバイザー 

●港南区工業会 理事 （広報情報部） 

●横浜商工会議所 南部支部委員  

●認定 NPO 法人市民セクターよこはま 理事 

従業員数 15 名（非常勤スタッフ含む） 

資本金 ５００万円 

売上高 ４，５０１万円 （2019 年 5 月期） 

所属団体 横浜商工会議所、港南区工業会、横浜港南台商店会、ほか 

主な取引先 横浜市、港南区役所、栄区役所、横浜港南台商店会、鹿島田デイズ、三井不動産レジ
デンシャル、社会福祉法人たすけあいゆい、特定非営利活動法人市民セクターよこは
ま 他 
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