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はじめに
2017 年から発行を始めた TSA レポート。2 回目となる今回は、「
原点から始めたいと思います。

TSA

ってなに︖」という

2018 年 9 月、TSA 秋合宿が開催されました。今年は 15 名が参加。日頃はリモートで働いて
いるので、他のパートナーに会える貴重な機会です。合宿では、「TSA って何︖」「これから
の TSA は︖」などについて話し合い、様々な疑問や意見が出されました。そこで分かったのは、
TSA との理想の関わり方は人それぞれ、やりたいことも多種多様ということ。それを前提に、
既存のモデルや正解がないなかで、新しい可能性を模索する難しさと楽しさを覚えた 2 日間で
した。
TSA とは何か、を話し合う際に、これまでの活動をリードしてきた野澤健さんが提示したの
は「TSA は公園のようなものではないか」という概念でした。これを下地として、合宿での
意見交換でイメージした TSA を描いたのが表紙の絵です。公園で色々なことをして遊ぶ緑の
◎が、サステナブルな社会の実現を目指し、活動を続けている TSA（Team Sustainability
in Action）パートナー。青い◎はクライアントや一緒に遊びたい人、興味があって覗いてい
る人。この場に集うすべての◎のネットワークが「Team Sustainability」です。
つまり TSA は、内と外の変化に応じて形を変えながら、サステナブルな価値を生み出しつづ
ける有機体とも言えるかもしれません。
公園で何をするかは自由。ただし、サステナブルでないことは NG。この指とまれ︕と提案す
る人、賛同する人、一人で本を読む人、花や木を育てる人、遠くを見る人、絵を描く人、だれ
もが自分のやりたいこと、好きなこと、得意なことをしています。
TSA に何かを頼みたい人や仲間に入りたい人にとって、入り口になるのが中央の木「エコネッ
トワークス」。ここ数年で大きな木になり、外からもよく見えるようになり、その下で多くの
人が憩うことができるようになりました。
近い将来、AI（人工知能）の進化で仕事や組織、そして社会の在り方は劇的に変化すると言わ
れています。TSA という場に集う個々の人は、そんな大きな変化の時代に、サステナブルな
社会づくりへの貢献を通じて、しなやかなネットワークでつながる仲間であり、自分らしい生
き方を実現するために助け合うチームです。
そんな TSA の現在の取り組みとこれからの展望をお伝えしたいと思います。
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Who we are
Our Diversity

TSAは持続可能な社会を志す「個」が集まるネットワークです。
世界各地から 多様な得意分野を持つパートナーが、濃淡様々な
レベルでプロジェクトベースで関わります。オフィスを持たず、
全員が今いる場所で離れて働く。こんな働き方をかれこれ10年
続けています。

私たちの多様性

パートナーの人数

女性の割合

88

52

％

日本以外に
住んでいる人

人

21

％
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実績と業種
Key performance & Parters’ share of income

Category of business

パートナーの業種

エコネットワークスの財務パフォーマンス

デザイン
言語

翻訳

エンゲージメント

調査・分析

その他

(万円)

リサーチ

通訳

経理

コンテンツ

8000
6000

プロジェクト
マネジメント

経営

ライティング

分析

76%

4000
2000

編集

0
ウェブ

ファシリテーション

言語、文化、専門を超えて活躍する TSA パートナー。
特にサステナビリティの領域での翻訳では、実力と
実績を兼ね備えたチームが育っています。また、パー
トナーの広がりと、各自の興味関心を軸に専門性を
伸ばしていくアプローチで、得意とする分野が近年
広がっています。

2014

2015

2016

2015

2016

2017

／

／

／

2017 ＴＳＡ参加者への支払い
／
（2017-18）
2018

2014

2018

全体の 44% が言語分

4 年間、順調に推移し、1.4 倍増

野の売上でした。こ

となりました。売上が増加した

の頃から、コンテン

理由として、顧客リピート率の

ツや調査・分析など、

高さ（全体の 8 割以上）
、複数事

事業の多角化に力を

業にまたがる依頼（強みの掛け

入れ始めました。

合わせ）の増加があげられます。
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Our projects
今年度のプロジェクトの実績をいくつかご紹介します。

コミュニケーション事務局

「100 THOUSAND SOLAR LANTERNS PROJECT」

電気があることが「当た
り前」ではない場所が世
界にはたくさんあること、
そして、明かりのもたら
す可能性の大きさに驚か
されました。
－ライター

「創業 100 周年を迎える 2018
年に向けて、計 10 万台のソー
ラーランタンを寄贈する」とい
う目標のもと、2012 年から始
まったパナソニック株式会社の
「100 THOUSAND SOLAR
LANTERNS PROJECT」
。

英日翻訳

「世界の社会起業家の動向」

社会起業家の方々の不屈の
精神と自分にできることか

より良い世界に向けて社会を変え

ら始める発想に大いに共感

ることを目指す「社会起業家」に

し、翻訳チームも同じ思い
で取り組みました。
－翻訳者

注目が集まっています。
「世界の潮流に飲み込まれず、自
らの信念に基づき、アイディアを
実現していく海外の社会起業家の
動向を伝えたい」という日本の新

プロジェクトの情報発信のサポートとして、寄贈先からの現地

聞社からのご依頼で、海外の

の声や、ソーラーランタンの寄贈に携わった方との対談などを

ニュース記事の英語から日本語へ

ウェブサイトでお伝えするとともに、フェイスブックでの発信

の下訳を担当しました。

を担当しました。
http://panasonic.net/sustainability/jp/lantern/
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プ ロ ジ ェクト 事 例
社員向けウェブサイト

英日翻訳

「ネオニコチノイド系農薬の環境リスク報告書」

「3 分で分かるサステナビリティトレンド」

担当した日本語版は、

最新のトレンドをわ

Web で公開されただけ

かりやすく伝えるた

でなく環境省への要望
書の資料にもなりまし

ミツバチへの影響が問題視され
ているネオニコチノイド系農薬。

めに研究するので、
知識が増えるのも、

た。お役に立てたこと

各国で規制が進む中、日本では、

この仕事の良いとこ

が実感できてうれしく、

環境リスクへの認識が低く、規

ろです。

励みになります。

制がまだありません。英国サセ

－翻訳者

ックス大学に委託された報告書
の英日翻訳を担当しました。

消費財メーカーの社員の皆さんに
CSR 活動を理解してもらうため、
毎月最新トレンドをテーマに原稿を
作成しています。軽いタッチで読み

－ライター

進められ、でも読後に気づきがある
内容を目指しています。

トピックは、サステナビリティ・CSR にまつわるもので、サーキュ

グリーンピース様はこの日本語版の発表と同時に、環境省に対

ラーエコノミー、自然資本会計、高齢化社会におけるロボット

し、危険な農薬の規制を求める要望書を提出しました。

の活用など幅広く取り上げてきました。

生態系保全や農業の安全にとって重要なこの問題がしっかりと

３年目を迎えてもマンネリ化せず、読者数が増えてきており、

議論され、適切な意思決定が行われることを期待します。

着実に社内への浸透を広げていっています。

http://www.greenpeace.org/japan/ja/news/press/2017/pr20170621/
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Work Policy
Interview

ワークポリシーに込めた想い

個が起点となり、一人ひとりが自らの知識、経験、
実践を積み重ね、距離や文化、言語の垣根を超えて
混ざり合い、チームとして価値を生み出すことを目
指す「チーム・サステナビリティ」。お互いの関心
や強み、スタイルを理解し、可能性を引き出しあう
ことで個が輝き、それがベースとなってチームが輝
き、大きな波となってともに壁を超えていきます。
チームとして動いていくための共通の指針が、この
度新たに策定したワークポリシーです。策定の中心
メンバーである野澤健さんに、背景にある想いにつ
いて、お話を伺いました。

チーム・サステナビリティ ワークポリシー概略図

Be a drop of water. Form ripples of change toward sustainability.
「個」が輝くサステナブルな社会を実現するため、波を起こす一滴の雫になろう
Sustainability first
サステナビリティにとって
よいことを優先する

Teamwork for the best
依頼者ともチームとなり、
最良の成果物をつくる

Workstyle for the best
個人が力を最大限発揮
できる環境を作る

ワークポリシー全文はこちらでお読みいただけます

-ワークポリシーを作ろうと考えた背景を教えてください。
私たちは全員がリモートですし、新しく関わる人が常に
増えているので、どういう原則に基づいて働いているの

Meeting Schedule for society
とりあえず打ち合わせ、は止める

かを共有するための指針が必要だと感じていました。 ま

Team
Sustainability
Work Policy

Speak frankly.
Help each other
つらいときは助け合う

た、方向性を言語化して、内外に発信することで、一人
ひとりの行動につなげたり、共感する人を増やしたい、
ということも考えました。
あとは「自己矛盾」に陥らないように、ということも意
識しています。私たちは企業に対してサステナブルな方

Be an entrepreneur
自らが変化の起点となり、
機会を創り出していく

Pursue the best relationship
between individuals and organizations
これからの、個と組織の最適なあり方を
考え続けたい

向に向かっていくべきだとか、戦略やポリシーにサステ
ナブルな要素を入れるべきだと後押しする立場にあるの
で、私たち自身も有言実行でありたいと思っています。
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ワ ー ク ポリシ ー
-策定の過程で特に配慮した点などありますか︖

いただいたコメントではっとしたのは、原案では

今回策定したポリシーは、誰かの考えをまとめた

「仕事を依頼される方へ」と「仕事を一緒にする

-「サステナビリティ」と「個と組織のあり方」
は、どのようにつながっているのですか︖

方へ」に分けていたんですね。これに対して「こ

今の社会は持続可能ではないという認識があり、

れってあらゆる個への共通メッセージですよね」

具体的には、大きな社会の仕組み、たとえば、

という意見があって。チーム・サステナビリティ

大量生産・大量消費社会や化石燃料社会など、

というコンセプトは個を起点として、組織や立場

そういう大きなシステムに一人ひとりが組み込

の壁を越えて同じ方向に向かうチームとして一緒

まれている状態がよくないと考えています。そ

に良いものを作っていきましょうというものなの

うではなく、一人ひとりが自立して、どういう

で、仕事を依頼する側とされる側とを分けるので

方向に行くべきかを考えていくのが大事だとい

はなく、チーム・サステナビリティに共感する個

うことで「個」というキーワードがあります。

ものではなく、これまで培われてきた実践を言語
化したものです。ここでは、自分たちがどうあり
たいかを一人ひとりが考え、実践していくことが
大前提です。ポリシーの策定にあたっても、上か
ら降ってきて従うものではなく、個々の内側から
自らを律するものとして、日々の行動として浮か
び上がってくる感覚を大切にしました。ステップ
としては、これまでの色々な方との仕事を通じて
培われてきたこと、今実践されていることをまず

に共通するものとして位置付けようとなりました。
組織はそうした社会の仕組みのひとつであり、

私が言語化して原案として提示し、パートナーか
らもコメントを募集して完成させました。
意見で多かったのは、「サステナビリティ」をど
こまで具体化するかという点です。もちろん一般
的な定義はありますし、独自の定義づけもできる

-野澤さんにとっての「個と組織の最適なあり方」
とは、どのようなものでしょうか︖
まずは「個」として、できること、強み、やりた

組織のルールにただ従って動いているという状
況がよくない、と思っているので、個と組織の
在り方を考えることとサステナビリティは、僕
のなかではつながっているんです。

いことがあるというのがベースです（一人ひとり
が「旗」を持つ、と呼んでいます）。そこに個同

個人として、あるいは組織として、サステナビ

士の信頼関係があることで、プロジェクトの規模

リティを追求するためには、個と組織の在り方

だと考えるからです。

や難易度が増して一人ではできないことでもチー

を考えざるを得ないし、最適な形がみつかれば、

ムの力を借りればできるようになる。それは仕事

今はできていない色々なことが、もっと広がり

代わりに、「こういう仕事は断ったり、数を減ら

の種類や質という話だけではなく、体調が悪い時

をもっていくようになると思っています。

のですが、あえて明確にしませんでした。ここで
もやはり一人ひとりが考え続けていくことが大切

してきました」という過去の例を挙げています。
一例は軍需産業や石油業界などですね。あとは
「相手への配慮が感じられない人」というのも挙
げています。個が尊重されるべきだ、というのは
私たちが譲れない部分です。

にカバーし合えるようになるといったこともそう
です。個が組織に関わることで、個の力を最大限
に発揮できる、よりよいものをよりよい形で作り
出せる、というイメージです。

ワークポリシー全文はこちらでお読みいただけます。
http://www.econetworks.jp/about-enw/policy/
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Our work style

Q. リモートワークする場所

TSA は全員がいわゆる「リモートワーク」、つまり、

「自宅以外で週 1 回以上の頻度で仕事をする場所がありますか︖」の質問に 69 ％が「なし」、

オフィスへの出社を前提としない働き方を選択してい

25 ％が「カフェ」と回答しました。TSA ではほとんどの人が自宅のみで勤務をしています。

ます。これは、個人の多様な生き方こそが価値の源泉

Q. 週に何時間働いていますか︖

であるという価値観に基づいています。
今回、TSA の働き方の現状と課題を知るため、32 人

Q. リモートワークのメリット

の TSA パートナーに働き方に関するアンケートに回

リモートワークのメリットとして、回答者ほぼ全員（31 人）が「とてもあてはまる」と

答してもらいました。結果をご覧ください。

リ モ ート ワ ー クと い う 働 き 方

5

0

20 時間未満

5

10

20-30 時間

11
15

20

6

30-40 時間

40-50 時間

Q. リモートワークをこれからも継続するために必要なもの

回答したのが「朝の準備や通勤がなくて楽」という項目。他に「ストレスが減る」
「家族

最も多かったのが「継続的な学び／スキルアップ／新しいことへの挑戦」
（69％）
、

との時間が増える」も大多数の人がメリットとして挙げています。

次いで、
「ネットワークづくり」
（47％）
、
「営業／価格交渉の能力」
（44％）でした。

ややあてはまる

（半数）

（２つまで選択可能）

制約があるから
（病気、子育て、
介護中、家族の
転勤が多いなど）
健康になる

28％

やりたい仕事で
必要だから/
色々な仕事が
できるから

31％

自由に働きたい/
好きな時間に
Q. 現在のワークライフバランスに満足していますか︖
好きな場所で
この質問には、69% の人が「ほぼ満足」
、16% が
働けるから
ほぼ満足
満足

クという働き方は、自分にあったワークライフバ

85

この質問には、69% の人が「ほぼ満足」、16% が「とても

（ほぼ＋とても満足）

であるようです。

ランニングや水泳（32%）が多く挙がっていました。

35
30

Q. 現在の働き方のメリット
ややあてはまる

25

とてもあてはまる

20
15

16 人（半数）

10
5

のメリットとして、回答者ほぼ
全員（31 人）が「とてもあて
はまる」と回答したのが「朝の
準備や通勤がなくて楽」という
「家族との時間が増える」も大

業務時間が減る

成果物の品質が向上する

健康になる

0

現在の働き方（リモートワーク）

項目。 他に「ストレスが減る」
仕事に集中できる

理由で、リモートワークを選んだと回答しています。

自分にあったワークライフバランスを実現するうえで有効

余暇や趣味の時間が増える

「自由に、好きな時間に、好きな場所で働きたい」という積極的な

％

他に、読書（57%）
、友人とのおしゃべり（57％）
、珈琲（41％）
、甘いもの（32％）
、

色々な仕事ができる

最初の質問は、リモートワークを選んだ理由。回答者の半数以上が

満足

どですが、散歩やヨガなどで運動不足とストレスを解消している人が多いようです。

休暇が取りやすい

その他︓16 ％

ランスを実現するうえで有効であるようです。

満足」と回答していました。リモートワークという働き方は、

よりも健康になると回答した人が多かった点です。TSA メンバーは自宅勤務がほとん

ストレスが減る

％

50 時間以上

メリット・デメリットの質問で少し意外だったのが、運動不足になると回答した人

家族との時間が増える

63

「とても満足」と回答していました。リモートワー

％

2

Q. 現在のワークライフバランスに満足していますか︖

朝の準備や通勤がなくて楽

85

30

最も多かったのが「散歩やヨガなどの自宅や近所でできる軽い運動」
（66％）でした。

休暇が取りやすい

28％

色々な仕事ができる

業務時間が減る

余暇や趣味の時間が増える

朝の準備や通勤がなくて楽

家族との時間が増える

ストレスが減る

成果物の品質が向上する

仕事に集中できる

家族やパートナー
との時間を大切に
するため
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Q. 日常的に行っている気晴らしやストレス解消法

Q. リモートワークを選んだ理由

とてもあてはまる

16 人

25

多数の人がメリットとして挙げ
ています。

9

最も多かったのが「散歩やヨガなどの自宅や近所でできる軽い運動」
（66％）でした。

働 きリモ
方 アートワ
ン ケ ート
ー クという 働

メリット・デメリットの質問で少し意外だったのが、運動不足になると回答した人
よりも健康になると回答した人が多かった点です。TSA メンバーは自宅勤務がほとん

健康になる

︖

Q. 日常的に行っている気晴らしやストレス解消法

どですが、散歩やヨガなどで運動不足とストレスを解消している人が多いようです。
リモートワークをこれからも継続するために必要なもの
Q. 現在の働き方のデメリット
Q.
Q. リモートワークのメリット
他に、読書（57%）
、友人とのおしゃべり（57％）
、珈琲（41％）
、甘いもの（32％）
、
Q. リモートワークをこれからも継続するために必要な
リモートワークのメリットとして、回答者ほぼ全員（31 人）が「とてもあてはまる」と
ランニングや水泳（32%）が多く挙がっていました。
TSA パートナーとしての働き方で不満な点（デメリット）として最も多くの人が挙げ
最も多かったのが「継続的な学び／スキルアップ／新しいことへの挑戦」

回答したのが「朝の準備や通勤がなくて楽」という項目。他に「ストレスが減る」「家族

最も多かったのが「継続的な学び／スキルアップ／新しいことへの挑戦」（6

との時間が増える」も大多数の人がメリットとして挙げています。

次いで、「ネットワークづくり」（47％）、「営業／価格交渉の能力」（44％）

たのが、「収入が不安定・少ない」という項目。TSA パートナーのほとんどはフリー

（69％）、次いで、「ネットワークづくり／仕事のことを相談できるチーム」
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ランスなので、収入が不安定であることが一番の悩みです。今後の課題として、ワー

クポリシーにもある「自身で機会を創りだす」ための方法を
TSA 全体で考えていけれ
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さらに、半数の人が「言いたいこと
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Q. 現在のワークライフバランスに満足していますか︖

まく伝わる文章を書く工夫をした

り、チャットやビデオ会議などで日
頃からコミュニケーションをとるこ
ほぼ満足
とが重要です。仕事仲間に実際に会
満足

える機会があれば、会いに行くこと
で、コミュニケーションが改善する
という声もありました。

最も多かったのが「散歩やヨガなどの自宅や近所でできる軽い運動」（66％
Q. 日常的に行っている気晴らしやストレス解消法

メリット・デメリットの質問で少し意外だったのが、運動不足になると回答

ると回答した人よりも健康になると回答した人が多かった点です。TSA メン
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最も多かったのが「散歩やヨガなどの自宅や近所でできる軽い運動」
（66％）
よりも健康になると回答した人が多かった点です。TSA
メンバーは自宅勤務

また、半数以上の人が「オンとオフ
30

ワークライフバ

（47％）、「営業／価格交渉の能力」（44％）、「時間管理／自己管理能力や工夫」
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ランニングや水泳などの運動
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この質問には、69% の人が「ほぼ満足」、16% が

「とても満足」と回答していました。リモートワー
クという働き方は、自分にあったワークライフバ
ランスを実現するうえで有効であるようです。
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瞑想や呼吸法
その他

（音楽、ダンス、お茶、お酒、草むしり等、各 1 名）
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Our work style

働 き 方 ア ン ケ ート

Q. あなたにとって理想のワークライフバランスとは︖
たくさんの回答があり、相互に重なる部分もありますが、大きく 4 つに分類して掲載します。

エコネットワークスでは、TSA パートナーのリモートワー
クに関する経験やノウハウを集めた「リモートワーク実践
ブック Vol2」を今年 10 月に発行しました。

【配分、メリハリ、バランスを重視】
●全体を 100 として、仕事 30

家族 50

自分（趣味や運動、自己実現など）20

●やりがいを感じる仕事、家族との時間、自分の時間、健康な生活、をバランスよく実現できる

暮らしと仕事がひとつになる働き方へ
― リモートワーク実践 BOOK Vol. 2

●仕事とプライベート、休日のメリハリのある生活
【余暇やプライベートの充実を重視】
●余暇を思い切り楽しめるくらい仕事を充実させる
●完全にオフで、1 日ゆったりした気分になる日がある状況
●Working during a limited, set time each day and really being able to forget about work
otherwise, instead of letting things drag on and always having it on my mind.
●週休 2-3 日
【自分が選択できることを重視】
●自分がちょうどいいと思える配分を選択できる状態にあること

生きている中で遭遇しうるさまざまなライフイベント別に、

●仕事をする時間、好きなことをする時間、何もしない時間を自分で選択できる

リモートワークのノウハウを集めた『リモートワーク実践

●自分でその時々の状況に合わせてバランスを変えられること

ブック Vol. 2 』

【仕事のやりがい、充実、仕事と生活の一体感を重視】
●好きな仕事にのめりこむように時間を使える生活、ワークアズライフ
●ワークもライフの一部と思えるような、やりがいのある仕事をすること
その上で新しいことを学んだり家族と時間を過ごしたりできるゆとりのある生活を送ること
●最近はあえて仕事とそれ以外のバランスを取ろうとは思っていない。両親が自営業をしており、
生活と仕事が一体化している環境で育ったので、仕事とプライベートを分けるべきという感覚
があまりないのかもしれない
●仕事、学び、遊び、プライベートがゆるくつながりあい、相互に高めあっている状態

シングル編、子育て編、介護編、病気・療養編の４つの章
に分け、それぞれの状況の説明、リモートワークする際の
メリット・デメリット、対処法、体験者のお話や座談会を
掲載し、具体的な事例をまとめました。
この冊子に載っている内容が唯一無二の答えではありませ
んが、「こんなライフイベントでは、こういう対処法がある
んだ」というヒントとなればうれしいです。
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Communication

オ ン ラ イン の「シ ェア 会 」

TSA ではパートナーが「聞いてみたいこと」や「教えたいこと」をテーマに、

2018 年度に開催されたシェア会のテーマは「英文表現勉強会」「Google

シェア会を開催しています。シェア会は、Skype や Zoom で 1 時間程度、

活用法」、「今住んでる場所で気軽に国際交流」、「今年の目標」、「文章の書

ホストやゲストを中心に、参加者がオンラインで話をします。

き方」、「半年から 1 年間の Sustainability Updates」、「地域で仕事を創る」
などさまざま。

TSA のシェア会は、お互いの情報、経験、知識、ひらめきを持ち寄り、意
見を交換しあい、それぞれの仕事や活動の充実を図ることを目的としてい

以下、今年度開催され、好評だった 3 つのシェア会をご紹介します。

ますが、日ごろは交流の少ないパートナー同士のつながりを作る場にもなっ
ています。

スコットランドの
再エネルギー事情

新時代の非財務情報
開示のあり方について

写真撮影のコツ

スコットランド政府は 2020 年までに

ENW が事務局として作成をお手伝い

プロ写真家の TSA パートナーから、

電力再エネ率 100％を目標としており、

した「新時代の非財務情報開示のあり

子ども、動物、料理などの撮影方法に

企業の再エネ使用を義務づけるなど、

方に関する調査研究報告書」の概要に

ついて、コツを教えてもらいました。

さまざまな政策を進めています。2016

ついて、担当者から報告してもらい、

カメラの設定の仕方、光の取り込み方、

年の再エネ率は 54％を達成しました。

非財務情報の開示が必要とされる背

背景の作り方、撮影に最適な時間や距

シェア会では、スコットランド在住の

景、欧州と日本の現状について学び、

離など、事前に提示した質問にも詳し

TSA パートナーから再エネ大国に向け

ディスカッションしました。

く答えてもらいました。

た取り組みについて話を聞き、参加者

世界的な流れ、CSR 先進企業の取組み、

撮影の話をしていると、自然と子ども

がそれぞれの関心事項について質問し、

今後の課題について知ることができ、

やペットの話題になるため、参加者が

意見交換しました。

有意義な学びの時間となりました。

お互いを知るよい機会にもなりました。

2018 年 4 月開催

2018 年７月開催

2018 年３月開催
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Act locally
リモ ートワ ー クと 地 域 の 仕 事 の 両 立 で
持続可能 な働き方の実現をめざす
テクノロジーが発達したおかげで、オフィスから離れてリモートで働く
ことが多くの人にとって、現実的な選択肢となっています。TSA アンケ
ート結果からもわかるように、リモートワークを選択することで、朝の
慌しい準備や通勤が不要になり、家族と過ごす時間が増え、自分らしい
ワークライフバランスが実現できると多くの人が考えています。
それでも、当然ながらリモートワークは万能ではありません。たとえば、
リモートワークをしていると社会や人とのつながりが希薄になりがちです。
オフィスでの面倒な人間関係から解放されるのはいいけれど、ネットでの
コミュニケーションがうまくいかず悩んだり、将来への漠然とした不安や
孤独を感じたりすることもあります。さらに、リモートワークでは社会に
貢献しているという実感が湧きづらく、モチベーションの維持が大変とい
う声もあります。

エコネットワークスの仕事を地元に創る
国連大学 サステイナビリティ高等研究所
いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニットの翻訳業務

エコネットワークス取締役としてリモートで仕事を続けるなかで「自分のスキル
を地元にも役立てたい」「サステナビリティに関心のある方々と地域ネットワーク
を作りたい」という思いが強まったのがきっかけでした。
「金沢、生物多様性」のキーワードを Google 検索したところ、偶然、国連大学
OUIK 主催の国際会議が金沢で開催されることを知り、すぐに参加を申し込みま
した。会議終了後、来賓の対応にひと区切りついた事務局長にご挨拶し、翌週訪
問してニーズのヒアリング、ENW の実績をご紹介する機会をいただきました。
そして、ニュースレターの翻訳業務を受注。品質を認知いただけたことが、その
後の生物文化多様性ブックレットの翻訳業務につながり、うれしかったです。
対面で仕事をして時間と空間を共有すると、表情などからお互いの意図をより深
く理解できるのがいいですね。リモートワークはクライアントに直接お会いせず
に仕事を進めることが多いので、貴重な機会です。
新たな仕事を創る難しさは、クライアントとの物理的

TSA パートナーやエコネットワークスが仕事を依頼している人のなかには、

な距離とは関係ありません。価格の納得感や翻訳チー

リモートワークと地域での活動を両立することで、持続可能な働き方を実

ムへの信頼をいかにして得るか、に尽きます。

現している方がたくさんいます。いくつかの事例をご紹介します。
最近、特に意識していることは、人に会い、話しかけ
ること。地元・金沢で、国連の SDGs（持続可能な開
現在、エコネットワークスでは『地域で仕事を創る』を特集した冊子を
作成中です。ここに掲載した以外にも、多くの事例をまとめていますの
で、ご興味のある方はエコネットワークスまでお問い合わせください。

発目標）実現に向けた多くの取り組みがあることを知
り、驚いています。どのような想いで何を目指してい
るのかをお聞きすることが楽しいですし、自分にもお
手伝いできることはないか、見つけていきたいです。
二口 芳彗子さん（エコネットワークス取締役）＠石川県金沢市
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地域で仕事を創る
地域に根付く花屋と通訳・翻訳
２つの仕事を楽しんでいます
神奈川県の藤野という山に囲まれた地域で、翻訳、
通訳のお仕事、そして地元で週に2回、小学生や中
高生、大人を対象に英語を教えています。

小さく始めたグラノーラ屋さんを
ビジネスに
これまでは環境分野の出版翻訳など、長年、翻訳の仕事をメインにしてきた
のですが、実は最近『グラノーラ工房』を始めました。
きっかけは、以前カナダに留学していたときのホストマザーから、グラノー
ラのレシピを教えてもらったこと。試しにつくってみたところとても美味し
くて︕ 友人に会うときに少しずつお裾分けするようになりました。それが
好評で「すごく美味しいからもっと作って」「グラノーラ屋さんを始めたら
どう︖」と言われるように。翻訳の仕事が忙しい時期ではありましたが、少
しずつグラノーラ屋さんを始めることにしたのです。

そして、今年から新たにもう一つ、花を栽培、販売
するビジネスをスタートしました。 もともと半自
給自足の暮らしをすることが目的で藤野に引っ越し
てきたこともあり、野菜は育てていたのですが、な
かなか性に合わないと思っていたところ、数年前に
小規模な土地で多種類のオーガニックフラワーを地
域に提供する花農家が米国で増えていることを知り
ました。アメリカの小さな農家をSNSでフォローし
ているうちに自分の中にあった花への想いが膨らみ
昨年、思い切って野菜を全面花に切り替えました。
また、花栽培の知識を得るためにワシントン州にある花農家のオンライン・ワークシ
ョップを受け、それ以外にも本を読んだり勉強し、昨年の11月末から試験的に販売用
の花を育て始め、2018 年春からfour peas ﬂowersとして地域のビオ市で花束を販売
したり、地元のパン屋さんやカフェでも花を置かせてもらっています。
花の収穫は日中の暑い時間にはできないため、朝5時頃に起きて、涼しい間に畑に行
くようにしています。気温が上がってきたら自宅に戻り翻訳をします。自然相手なの
で大変なことも多いですが、一番良かったことは気分転換ができること。翻訳はずっ
と一人で画面に向かっているので、地域の人とお話できたり、外で花に触れることで
気持ちがリフレッシュできたりするのがとても嬉しいです。
課題は、翻訳・通訳の仕事との両立ですね。それから、継続のためには横のつながり
も大切です。地域活動に参加してコミュニケーションを取るよう心掛けています。地
域の特色を大事にして、少しずつビジネスを拡大していければと思っています。
三井聡子さん@神奈川県旧藤野町

初めは、事前に注文を受けた分を、月に2回、自宅のキッチンでつくる程度
だったのですが、口コミで少しずつ注文が増えていきました。その頃、以前
からお気に入りだった古民家カフェの建物を『グラノーラ工房』として使わ
せていただけることに。その後、営業許可を取得し、2018年2月から本格的
にグラノーラの販売をスタートしました。今は、地域の『道の駅』や、カイ
ロプラクティックのサロンなどに置いていただいている他、友人・知人を通
じた紹介によるウェブ等からの注文に応じて出荷しています。
『グラノーラ工房』は基本的に一人で運営しています。翻訳など他の仕事の
状況にあわせ、“できるときにつくる”というスタイルなので、心地よいと感
じながら続けています。

中小路さんちのグラノーラ
中小路佳代子さん＠埼玉県熊谷市
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TSA

あとがきにかえて

では、引き続きエコネットワークスを介し

TSA の これから

た仕事を主に担うとともに、今後は TSA の場づく
りにも力をいれていきます。
合宿で出された意見やアイディア、アンケートの
結果を踏まえ、重視すべき 3 つの項目を設定しま
した。公園の絵の中にも描かれたこの 3 項目を整
えていくことで、TSA はサステナブルな有機体と
して進化できるのではないかと考えています。

EcoNetworks

↓

・事業の重要指標の透明化

見晴らしが
いい

例︓KPI、給与額別人数、ファンド利用状況等
・活動のプロセスと議論の透明化
例 : 進捗状況、アウトプット、議事録等

サステナブルな
・ひとりひとりが持つ
イメージやビジョンに
耳を傾ける
・旗をあげる場を作る
・TSA 活動は、目的や
予算配分もチームで決定

だれもが
「この指とまれ」
と言い出せる

エネルギーが
循環する

有機体としての
・生み出されたエネルギー

TSA

（資金、知識、アイディア etc.）
を循環させる
例︓プロジェクト、R&D ファンド、シェア会
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