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あいちモリコロ基金助成事業 

NPO で働く人のキャリアを考える「NPO キャリアサミット」報告 
 

日 時：2016 年 8 月 20 日（土）14:00～16:30 

会 場：ウィンクあいち 

主催：東大手の会 

 

■主催者あいさつ 

青木研輔（東大手の会・代表世話人） 

 

今日はお忙しいところ、皆様、お集まりいただきましてありがとうございます。はじめに企画の趣旨説明と東大手の会につ

いて簡単にご紹介します。 

 

 東大手の会は、2005 年に結成した団体です。NPO の職員、役員としていろいろな団体に所属している仲間が集まっ

て作りました。今日は、あまり NPO についてはご存じないという方もいらっしゃるとは思うのですが、実は NPO は企業や行

政に比べると大きな組織は、珍しく、小企業ぐらいの規模の団体が多いので、団体の中で自ら研修を実施することや、交

流の機会を得ることが難しい傾向があります。そこで団体の枠を超えて、みんなで集まって学べる場や交流できる場を作ろ

うということで立ち上げました。はじめは、仲間が 10 人ぐらい集まって、自分たちが抱えている悩みを共有して、どうやったら

解決していけるかを話し合う場を勉強会の形で活動していました。年を重ねていくうちに、NPO で働く人が多くなり、会員

も増えて、現在は今日のような形で定期的に公開の研修をおこなうようになりました。 

 

 さて、NPO キャリアサミットですが、NPO で働く人のキャリアを考えるために企画しました。今年度、あいちモリコロ基金の

助成を受けて NPO キャリアキャンパスという事業を企画・運営しており、その一環として実施します。今日は、講師として

佐賀から公益財団法人佐賀未来創造基金の山田健一郎さん、パネリストとして東海地方から岐阜の NPO 法人ぶうめ

らんの北村隆幸さん、愛知の NPO 法人多文化共生リソースセンター東海の河村槙子さん、東京で東大手の会と同様

の活動をされているグループ GRASS（持続可能な NPO スタッフのための相互扶助の会）の田邊健史さんをお迎えし

ました。NPO を通じたキャリア形成は可能なのかについて、講師、パネリストの経験を共有しながら、参加者の皆さんと一

緒に議論しながら NPO で働く人のキャリアについて考えていく場にしたいと考えています。よろしくお願いいたします。 
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■講演「教育者から NPO へ〜地域貢献で培われた私のキャリア〜」 

講師）山田健一郎さん（公益財団法人佐賀未来創造基金・理事長） 

 

教員から NPO 職員、代表を経て、県を代表する財団の理事長となった講師が、キャリアのそれぞれの段階でどんな

力を身に着けてきたか、必要であったかについて聞きました。また、経営者としてどのように人を育てているのかについて学び

ました。 

 

○自己紹介 

佐賀県から来ました佐賀未来創造基金の山田と申します。よろしくお願いします。 

 

公益財団法人佐賀未来創造基金は、まだ設立して 4 年目の団体です。事前の打ち合わせでパネラーや参加者の

皆さんのキャリアを聞いて、10 年以上の経験のある方もいらっしゃってお話しするのを躊躇する気持ちがありますが、前職

の経験を含めていろいろと取り組んできた中から、何か参考になることがあればと思いお話しします。みなさんのキャリアのた

たき台として今日聞いていただければありがたいと思っています。 

 

実は、私は自分の人生に 10 年前ぐらいから迷いを感じていました。その頃は、NPO の職員でしたが、このまま NPO を

やっていって本当に大丈夫なのか、飯を食っていけるのだろうかとか、結婚もしたい、子どもも生み育てたいと思っていました。

そんな時、東大手の会の活動や GRASS の田邊さんと出会い、自分ひとりだけがそういったことを考えていたのではないと

いうことを知り、少し安心しました。同じような集まりが佐賀にもあるといいと思い、多様な立場の人が出会う場として異業

種交流会などの開催に佐賀でも取り組んでいます。 

 

○佐賀未来創造基金の取り組みについて 

NPO を通じたキャリア形成の有効性について経験を共有していくということで、現在、団体の経営者を務めていますの

で、経営者として何が必要かについて、お話しします。 

 

今日、公益財団法人佐賀未来創造基金・事務局長の江口も来ています。現場の実務的なことは大体任せている

ので、必要に応じて、補足で話に入ってもらおうと思います。NPO 二枚看板論という説を聞いたことがあります。代表は代

表の仕事をする。実務は実務のトップがいる。実務のトップが事務局長という組織のあり方です。代表は方向性を決める

ことやビジョンを示す、あるいは、こういうことをやりたいというアイデア出す役割を担う。愛知には、こういう情報があったよ、こ

れは佐賀でもこういう風に広げたいねと示す、それを受けてカスタマイズながら、事業に具現化していくのが事務局長の役

割です。そうは言っても、正職員 4 人の団体で、パートさんを含めても 10 人ぐらいの組織ですから、私も一職員としての

仕事もやっていますし、合わせて代表としてのポジションも務めているというのが本当のところです。 

 

本当にいろいろなことに取り組んできました。教育系、佐賀県庁、福祉のネットワーク、福祉畑で働いて、介護保険事

業もやりました。地元の商店街のまちづくりにも関わっています。そういえば、福祉ネットワークをやり始めたのは、名古屋で

働く友人の影響です。いろいろな方々とのつながりの中から情報を聞き、佐賀でもやれないだろうかとずっと考えて、試行

錯誤しながら地元で形にしています。 
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そんな中でコミュニティ財団を立ち上げました。佐賀は小さな県で、人口 85 万人ぐらいのところなのですけれど、地域の

中での資源循環を目指して活動しています。昨年の実績では約 1,500 万円の寄付を集めて、1,000 万円以上を助

成しました。助成することで地域の活性化につなげています。 

 

佐賀市の指定管理者もやっております。小さいコミュニティ施設なのですが、TOJIN 茶屋というコミュニティカフェバーで

す。少し珍しい事例だと思いますが、コミュニティカフェはずっとやりたかった活動で、夜はバーもやりながら 2 階が貸館、3 階

はコワーキングスペースという、シェアオフィスもやっています。これも名古屋の地域資源長屋なかむらなど、いろんな地域に

出かけて学んだやり方をいいと思うものは見たまま、佐賀での活かしかたを検討して、真似をさせてもらいました。 

 

 最近はクラウドファンディングの活用サポートセンターの機能も担っています。この活動に関しては、私たちの力だけではな

かなかやっていけないところがあるので、NPO だけでなく、企業、行政と一緒になって、取り組んでいます。 

 

自分たちの地域を自分たちで責任を持って変えていきたいと考えていますが、江口ともよく話すのですけれど、私たちは

普通の人間で特殊能力を持っているわけではありません。そういう人間こそが、この業界で働き続けられないと、いけないと

考えています。私たちが生き残っていかないと絶対地域は変わらないと思っているので、努力を積み重ねて、プロフェッショ

ナル、プロの職員、役員としてなんとか地域の中でポジションを取って、生き続けていけるようにしたいです。地域で生活、

結婚し、子どもを生める形を実現したいと思っています。 

 

話をしてばかりではつまらないですから、今らかお隣同士で簡単な自己紹介ワークをしたいと思います。各自、持ち時

間 1 分で自己紹介と確認をお願いします。一つ目は、あなたにとっての仕事（志事）観について、二つ目は私の講義と

パネルディスカッションで聞きたいことを確認し合ってください。その内容を全体に共有していただいて、この後の講義と、次

のパネルディスカッションにつなげていきたいと思います。 

  

（自己紹介タイム） 

A グループ）市民活動センターの職員をしています。今お話しさせていただいた方は政府系金融機関の方と、川に関す

る研究所の研究員の方でした。私自身の興味・関心になるのですが、NPO のスタッフとして関わってきていますが、なかな

か飯の種としては難しい部分を感じています。何か新しい中間支援組織を、自分の専門性を生かして立ち上げていきた

いと考えているのですが、自分のやりたいミッションと生活をどう両立していこうかというところがなかなか決められないまま来

ているので、近いうちに考えたいということで、今日参加させていただきました。よろしくお願いします。 

 

B グループ）中間支援 NPO の職員をしています。大学を卒業してからすぐに NPO 法人で働き始めたことがあり、どんな

ことがキャリアになるのだろうかと少し悩んでいます。企業ではどういうふうに評価されるのかということについても気になってい

ます。趣旨とは違うのかもしれませんけれど、そういったことも聞けたらいいと思って参加しました。お願いします。 

 

C グループ）このグループには、NPO を運営する側の方や、これから事業を立ち上げる団体のことを考えて、参考にという

方、複数の仕事をやっている方が参加されていました。一つ挙げるなら、先ほどの参加者のように、新しく若くして入ってき

た人を運営する側として、どういうふうにキャリアを積ませてあげたらいいのだろうということが論点としてあると思います。多分
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そういう立場の人も今日は参加されていますから、どうキャリアを形成しているのかについて聞きたいと思っています。 

 

ありがとうございました。参加者の年齢層が多様で、役割も違うので、今からキャリアを積んでいくということと、キャリアを

どう積んでもらうかが論点になってくると思います。 

 

私は、いろいろなところを渡り歩いてきましたが、終始やりたい目的は一貫していました。地域に関することをずっと仕事

にしていきたいという想いです。それがなんとかまだつながっています。そうなのですが、後ろを振り返ったときに誰もいなかった。

ずっと走ってきて、若者、若者と思っていたのですけれど、もう若者と呼ばれる年ではなくなり、40 歳近くになりました。本当

に 20 代や 30 代の子たちが、この業界に居続けることができないと、この後どうなっていくのかということが、とても心配にな

ります。そう思って、新卒の子を雇ったり、いろいろチャレンジはしているのですけれど、失敗のほうが多かったりします。すぐ

辞めてしまったりする。失敗も含めて、皆さんの一つの参考にしていただければと思います。 

 

○キャリアについて 

キャリアとは、働き方だけではなく、生き方そのものだと思っています。働くことは生きることだと思っていますし、ただ単にお

金を稼ぐ、いい仕事に就くことを考える人もあると思いますが、自分たちがどう生き方を描けるかが大事です。キャリアデザイ

ンともいいますが、自分自身がキャリアをデザインしていかないと続かないと思います。信念を持つとか、プロフェッショナルで

あるとか、いろいろポイントはありますが、それをどう伝えるのか、どういう仕組みにしていくのかについては、トップになったから

には、トップが努力しないといけないところだと思います。もちろん、自分たちが雇用されている立場だとしても自分たちでし

っかり持っておかなければいけない部分と思っています。 

 

ライスワーク、飯を食うためだからライスワークです。ライクワーク、好きだからやるライクワークとライフワークですね。飯を食

うためにやるところから、本当に自分の人生の中で必要な仕事として、NPO を仕事にできたらいいなと今でも思いながら、

なんとか仲間とやっています。毎回お話しするのですが、私たちのような普通の田舎の人間が、当たり前のことを当たり前

に、そして人並みに結婚して子どもを授かり、生活できるというのは何より得がたいことではないかと思っています。 

 

○NPO との出会い 

私は、今、佐賀県に住んでいますが、若い頃は、佐賀は田舎で嫌だと思って、なんとか佐賀を出たいと思って頑張って

いました。それで、佐賀を出て、東京の大学に行きました。実は、プロのサッカー選手になろうと思って、頑張っていた時期

があります。プロテストを受けたのですけれども、全部落ちてしまいました。今は、お腹も出ていますから、面影がないですが。 

 

大学在学中は佐賀県の県人会の寮にいたので、卒業後は出て行かなくてはなりません。一緒に住んでいた人たちは、

東大や慶応の学生で優秀でしたから、皆さんきちんと就職を決めていました。そこで、頼み込んで、その人たちの家に転が

り込んで、転々と半年ぐらい暮らしていました。そうしていたのですが、そのうち出ていけと言われ、ホームレスになり蒲田の

飲食街で寝ることになりました。 

 

そこで、本当にどうしようかなと迷っていたときに拾ってもらったのが、クリスチャン系の NPO をやっている人たちでした。変

な人たちにだまされるかもしれないと心配でしたが、寝るところは大丈夫、布団と建物は与えてあげるからということで、文
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京区に住み始めました。今は、文京区教育トラストという NPO 法人になっていますが、その前身の人たちに助けられまし

た。私は、サッカーが得意だったので、サッカーを教える代わりに飯と寝るところをくれるという話でした。佐賀にそのまま帰る

のもいやだなと思いながら、なんとか頑張っていたときに、ちょうど NPO 法ができて間もない頃で、NPO 法人を作るというこ

とになり立ち上げにかかわったのが、最初のきっかけでした。 

 

早稲田大学は地域に開かれた大学で、ボランティア活動はしていたのですけど、本格的にやり始めたのは大学卒業し

たぐらいのところであまり深いかかわりがありませんでした。路頭に迷っていたときに拾ってもらったというのが NPO の人たちで

それが NPO との出会いでした。お金はありませんでしたが、関わっている人たちの志はすごかったです。教育を通じて人材

育成していきたいということ、私はサッカー選手になれなければ、保健体育の先生になりたかったので、そこにとてもシンパシ

ーを感じて、一緒に 1 年ぐらい活動していました。その当時の仲間たちとはずっと仲良くしてもらっています。 

 

○佐賀に帰り、中間支援組織の存在を知る 

このまま帰らないで、その NPO で仕事をしていくと思っていたのですが、家庭の事情で、佐賀に帰らざるをえなくなり、帰

りました。教員免許を持っていましたから、中学校・高校の先生をやることになりました。 

 

その当時、佐賀には NPO はあまりなく、まだ、育成が必要な段階でした。そうしたことがあったためか、後に佐賀では

NPO の職業訓練的な講座が企画されたことがありました。今でいう所のソーシャルビジネスコースのようなものでしたが、そ

こで事務局長の江口とは出会うことになります。 

 

帰郷後、まずは、普段付き合っている地域に必要なことをやっていきたと考え、1 人でいろいろ活動していたのですが、

地元の NPO、特に環境や教育の活動に関わる中で、どうしてもプレーヤーの人たちだけでは回らないという状態をみること

になりました。もう少し、全体を底上げしていかなければいけないなと思ったときに、中間支援組織という存在があることを

知りました。中間支援組織とは何だろう。コンサルなのか、何かよく分からない人たちだと最初は思ったのですが、本当に伴

走型で、みんなに寄り添いながら取り組んでいる人たちに出会えました。中間支援という仕事はとても大事な仕事だと思

い、中間支援の分野で活動をするようになりました。 

 

 前後しますが、それぞれのキャリアで身につけた力が今日のキーワードでしたね。どの時点でどのような力が付いたか、力を

付ける機会をどのように得てきたかについてふれます。結局は、その人の持っている専門性とか経験なのですが、最後は人

間性と生き方や外的ニーズなどの掛け合わせなのかなと思っています。本当に人のつながり、人に助けられている感覚があ

りますどれくらいのつながりを持つことができるか。NPO の最もいいところは、いろいろな人とつながれて、いろいろな人たちと

地域をよくすることを目的に、自分たちの未来に向かって、一緒に活動できることが醍醐味であって、そこの価値を我々自

身が高めていかないと、このままセクター自身がなくなるのではないかという危機感を持っています。だから、手法や手段を

変えながら、本当に地域に必要なことをやり続けています。 
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○教員として働いて得た気づき 

先ほどもお話しした通り、教員を勤めていました。 

 

学校は組織で、閉じられた世界でした。保健体育と部活動の毎日で、目の前の仕事に集中できて、子どもたちと触れ

あえて、とてもやりがいがありました。ただ、モンスターペアレンツのような人たちもいましたし、田舎でもグレる子もいっぱいい

るので、そういう子たちと接するうちに、私は生徒指導も担当していたので、偉そうなことを言っている自分がだんだん嫌に

なりました。先生、先生と呼ばれていることにも違和感を覚えました。自分の人生が、まだちゃんとしていないのに先生と呼

ばれながら勘違いしてしまうのも嫌だと思いました。 

 

NPO で働いていたことが影響していると思うのですが、世の中勉強は大事ですし、学ぼうとする姿勢も大事だと思いま

すが、勉強ができないから駄目とかいうことはないだろうと考えていました。人生は、学校を出てからのほうが大変だからと思

っていました。組織の枠組みの中では対応しづらいことがあります。不登校の子どもたち、保健室登校や保健室までも来

られない子や保健室までだったら来られる子、そういう子たちに会いました。保健体育の先生は、保健室に行く機会が多

いので出会えましたが、私は、現役の学生のときは元気な子だったので、そういう子たちに気づいていませんでしたが、足を

運んだら保健室まではすごく元気な子がいるのです。教室に連れていったらしょぼんとなったり、泣いてしまったりする。そうい

う子たちに対応している中で、この子たちはこの後の人生をどうしていくのだろうと思い、あらためて教育の大切さに気付きま

した。そんな時にフリースクールに出会いました。 

 

フリースクールに通う、学校に行けない子ではなくて、学校に行かない子という選択もあるのだということに気づきました。

佐賀にもそういう活動をしている NPO がありました。何か課題に向き合って掘り起こしていくと、そこの中で生かされるコミュ

ニティや助けてくれる人たちがいました。佐賀だったらないだろうと思っていたのですけれど、佐賀にもある。そういう人たちがち

ゃんといるし、親の会もある。そういうものが、教育現場の中で学校という組織の外に、ちゃんと社会によりどころが存在して

いるのが分かったときに安心して、この人たちはすごいと思って、教員をしながらボランティアでかかわるようになりました。 

 

○中間支援組織を立ち上げる 

結局、教員は 3 年勤めて辞めました。その後、先ほどお話しした NPO の職業訓練に通い、地元の鹿島市で地域づく

り・まちづくりの中間支援組織を民設民営で立ち上げました。20 代の頃のことです。我慢・忍耐・安月給、4 万 5,000

円からスタートしました。何のこっちゃ、という話ですけれど。月給が 4 万 5,000 円しかなく、プールの監視員などのバイトを

いっぱい掛け持ちしていました。卒業してから 3 年ぐらいですから 25 歳前後の時ですね。希望だけはあって、自分で起業

したのだからそこからなんとかやってやろうと思っていました。独立志向でした。 

 

当時感じていたことですが、現場で行政の人や議員になかなか会わないのです。困った人たちがいる現場にいないこと

がイライラして、そこで行政・議員が嫌いになりました。今思うと偏見で私の視野が狭かったのですけれど、本当に嫌いにな

りました。 
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○指定管理を通じて行政との関係を考える 

鹿島での活動と同時に佐賀市内でも指定管理者として江口さんが働いている佐賀市民活動プラザに引っ張ってもら

って、そこで仕事をするようになりました。ダブルワークですね。この時点で、それだけではやっていけないので、二つぐらい掛

け持ちしていました。 

 

ここで、指定管理を通じて、行政との関係の難しさを感じました。少し、話は逸れますが、当時、愛知に行ったきっかけ

も指定管理でした。なごやボランティア・NPO センターを訪問しました。ちょうど、お互いに指定管理が切り替えの時期だか

ら、私たちも勉強させていただいて、次の期間も頑張って取りにいこうと思って提案したところ、どちらも不採択になりました。

実は、いろんなことで行政と戦っていたのですけれども、戦ったから落ちたとも思っていません。私たちのスキルが足りなかった

だけ、提案自体がまずかったのだと思います。立場が違っても地域を担う人を敵にする必要もないと思います。 

 

行政と一緒に仕事をする危うさ、3 月 31 日になった時点でもう関係性が終わってしまう。本当に悲しいぐらい 31 日の

日を今でも鮮明に覚えています。全部道具などを持っていくわけです。備品などを全部持って帰ってくる。自分たちのもの

はですね。残すものは残してとなる中で、次の団体が入ってくるのを少しお世話しました。知っている団体でした。スタッフは

20 人ぐらいいたのですけれど、全員、次の日から仕事がないという状態でした。思いを持っていて、この業界で仕事をした

いという人たち全員のクビを切りました。 

 

経営者としていい経営者かどうかといえば、負けているので悪い経営者ですね。それでも行政とだけ事業をやるのはそう

いうことなのだということを痛感しました。行政だけとやる必要はない。地域を変える人たちの中には行政もいるし、企業も

いるし、学校の先生もいると思うようになりました。 

 

○中間支援のスキルを活かして福祉NPO で働く 

その後、たすけあい佐賀という介護保険事業をやっている NPO に拾っていただきました。拾われてばかりなのですけれ

ど、福祉系の事業所に少しだけ行くことになりました。事務局支援のスキルがあったから引っ張っていただけて、重宝がられ

て、事務局長なりました。3 億円超える事業規模で佐賀の福祉 NPO では、トップのところでした。びっくりしたのが、夏冬

のボーナスがちゃんと出たことです。何か月分かいただきました。待遇がよく、こんな仕事があるのかと思いました。 

 

中間支援 NPO の事務局で身につけた支援のスキルが現場で生きるというのを初めて知って、面白さを感じました。大

変さもあったのですが、パソコンがなかなかできない人もいましたし、助成金の獲得の仕方や NPO 法人の手続き、認定

NPO 法人化などいろいろとお手伝いして、5 年ほどお世話になりました。結婚と同時に現在の財団を立ち上げることにな

り、卒業させていただきました。 

 

○県庁職員になり行政の仕組みを理解する 

県庁職員になった時のこともお話ししないといけませんね。県庁には、市民活動プラザに指定管理者として入っている

時期に 4 年勤めました。佐賀県は面白いところで、臨時職員の雇用について中間支援組織から選ぼうということで声を

かけてくれます。はじめて雇うとなった時に、私が第 1 号で行ってこいとなり、上司に言われて行きました。そもそも、行政の

人が嫌いだったので、とても構えて行っていたのですが、思いもよらずいい人たちに巡り会えました。今でも一緒に仕事をし
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たり、話したりするのですけれど、プロの行政マンにはすごい人がいます。いい人が多く、能力が高い。全員がというわけでは

ありませんが、2 割は本当にすごい人たち、8 割は普通の人たちだと感じました。組織はそんな人たちの組み合わせで回っ

ていることを学びました。 

 

臨時職員は、月給 16 万で、ちょっとした手当も出て、組織はしっかりしていて、待遇もしっかりしていると思いました。同

じ水準の給与を私たちも同じ地域づくりをしているのだったら、NPO 職員でもらわなければいけないなと当然感じますし、

その段階に持っていきたいなと思い、今、退職金の手当や福利厚生、労務の改善に取り組んでいます。 

 

行政だから人材育成もできるし、職場改善もできるし、お金も時間もそれなりにかけられる。後は、大企業もそうですけ

れど、情報が多面的に入ると感じました。裏の顔、本音がよく分かる。内部にいた時は、NPO の人たちがただのクレーマー

に見えました。何の根拠もないのに突っ込んでくる人たちを見たときに、これだったら我々のほうが変わらないといけないので

はないかなというふうに思い始めました。その頃、熱くなって、NPO の人たちに、県庁の人は頑張っているから私たちも頑張

らなければいけないのではないか？ という話をしていると、裏切り者みたいな感じでののしられたりもしました。 

 

予算のことはよくわかるようになりました。例えば、今ちょうど予算の時期ですが、予算編成が近くなる前に県庁の人たち

は、電話しながら、予算づくりについての話をけんけんがくがくやります。 

 

自分たちの自主事業を開拓するために、いろいろなことをとにかくやれるだけやる。私たちも頑張らないと、社会を本当

に変えようという人たちと一緒にやれないのではないかと考えながら仕事をしていました。県庁職員としては、NPO 法人の

認証担当をしていました。NPO では、その時の経験が活きています。 

 

県庁では、リスクマネジメントが常に考えられていて、守りがしっかりしていると感じました。人に迷惑かけることもありまし

た。ダブルワークでしたから、ダブルインカムで収入はあったのですが、二つの仕事をするのはしんどいとも思っていた時期でし

た。 

 

○経営者として考えていること 

さが市民活動サポートセンターの理事、副理事長、理事長を務めました。先ほども話しましたが、佐賀市民活動プラザ

の指定管理が不採択になり、人のクビを切る経験をしました。人を雇う怖さや責任を感じました。その人たちの人生を台

無しにしているのではないかという反省。後は、人を育てる仕組み、マネジメントや営業、自立への仕組み作り、資金繰り

も含めてですが、私たち自身が次を開拓していかないと、この先やっていけないのと痛感しました。 

 

このことは、私たちだけの問題ではないですよね。例えば、福祉分野は、現在、介護保険が変わっていく中で大変です。

資金循環の仕組みを作っていかないといけないというところに考えが至りました。佐賀県の市民活動、中間支援の中にも

いろんな考えがありましたし、世代間の認識のずれもありました。ですが、そんなことを言っている場合ではないとなり、大同

団結しました。それでできたのが、佐賀未来創造基金です。4 年目になりますが、本当に苦労しながら続けているという状

況です。 
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 さが市民活動サポートセンターでも稼いでいかないといけないと考えています。今いろいろなことにチャレンジしているのは、

地域に必要だということはもちろんですが、同時に収入源を分散したい意図があります。10 チャレンジして、1 つだけ成功

するということでいいので、それを 10 回繰り返す。いいところを見た後には、すぐにそれをやってみようという話をしています。

キャパオーバーになって事務局長から怒られているのですけれど、こういうものをやっていきたいとか、ここを実現させなければ

いけないということがあります。自分たちのミッションと現状を考えてやれることを調整して、これはやろう、これはやれないとい

うことを繰り返しています。地域に大事なことをやっていると思うので、なんとかやれているという状況です。 

 

○職員のキャリア形成について 

若手の人たちと一緒に走りながら育てたいと思っているので、新卒を採用しました。今は、退職して、次の団体に行った

り、企業に入ったりしていますが、ソーシャルセクターで働いているので、無駄ではなかったと思っています。 

 

女性の採用を積極的におこなっています。ＯＪＴ、ＯＦＦＪＴももちろん取り入れています。定時退庁日を決めたり、

カジュアルフライデーを取ったり、行政が実施していて良いと思ったことを全部取り入ています。長期休暇は、お金は出せな

い分、休みを取ってもらい、その間に自己実現のための研修に行ってもらう。退職金の整備もはじめています。シエスタ

（昼寝）制度を取り入れようとしましたが、これは時間がとれず実現しませんでした。少しでも先取りをする、いいなと思っ

たものはとにかくやってみるという精神で取り組んでいます。 

 

大事だと考えているのは、時間を守ること、朝、出社したら挨拶をすること、掃除をきちんとすることですね。強制はして

いませんが、職員全員で掃除をしています。朝礼もしっかりやります。企業がやっている当たり前のことを私たちがやれてい

なかったら、社会で通用しないと考えています。NPO のキャリアに入ったために社会で通用しない人間をつくってしまっては

意味がないと思います。 

 

NPO は、30 歳になったら退職する、結婚したら辞めなければいけないとも言われます。仮にそうだったとしても次のキャ

リアを描くときに、私たち NPO 職員のポジションが、例えば県庁の係長クラス、企業の事業部を持っている部長クラス、大

学の教授・准教授といった形で他の組織にあてはめたときに、どのポジションなのか考えておく必要があると思います。一人

ひとりが、目指すキャリアの形や理想が、社会の中においてどういう位置づけを持つことなのかを常に意識したいですね。 

 

職員には、お金を扱う仕事なのでスーツを着ていくように言っています。当たり前のことです。しかし、大学生や新卒の職

員はＴシャツを着てきます。そこを伝えきれていないと彼らが次に行ったときに困りますから、徹底して最初は言うようにしま

す。スキルや能力の問題以前に社会人としての意識や社会の中での位置づけを私たちが意識していかないといけないと

思います。私たちが NPO の自己満足ではなくて、地域を変えようと思ったときに、社会の中で活動していくことができない

と実現は難しいと思っています。 

 

○これからの NPOのキャリア形成 

NPO をやりたくてもできない人を大勢見てきました。「やりたかけど、この給料じゃできんけん、もう辞める」とか、県外に

出た仲間もいます。そういう状況を見るたびに、本当にこれでいいのかと考えてきました。頑張ろうとしている人が残ることの

できない業界のままでは、絶対に地域は変えられません。 
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NPO で働く人を支える仕組みを作りに取り組んでいます。佐賀未来創造基金の職員は、子連れ出勤ができますし、

子どもが熱出たら帰ってもいい。仕事が止まるので大変ですが、多様な人が働けることが大事です。きれい事に聞こえるか

もしれないですが、それでもそういう働き方ができないといけないと思います。私にも子どもがいます。子どものことで病院に

行かなければいけなくなったときに、一度仕事を辞めようと考え職員に相談しました。理事長になって 3 年目のことでした。

皆が、続けていいと言ってくれました。今、私は、出勤できないときもあるのですが、それでもやれるかどうかを問われていると

考えています。やりたいという人間が働き続けることを支えてくれる仲間やつながり、仕組み、つながれる体制を作っておけ

ばいいのではないか。それは私も職員も一緒だと思っています。 

 

佐賀でも最近、NPO の仕事についてお話しする機会があります。NPO の魅力、やりがいとか、どんな仕事があるのか、

という話を今から就職したい人向けに話します。改めて気づかされることが多いです。仕事の一つということが認められて、

就業の選択肢として、NPO のことを働きたいという人にお伝えできるのはとてもありがたいと思っています。しかし、認識のギ

ャップはすごいです。 

 

 ブラック企業のようになってしまうことは、改善したいと思っています。例えば、勤務時間について、どうしても長時間勤務

になりがちなので、そこをどう改善するかに取り組んでいます。今、事務を効率化するためにセールスフォースを導入し、グー

グル apps を使っています。システムが有効ならシステム代を使えばよい。費用が見合うならアウトソーシングしてもよいと思

います。職員が時間をかけてやることと、費用対効果の部分を考えたときにどちらがいいか、選択肢として、今できるだけ外

に出す方向性でシステムを入れることを模索しています。外部資源の活用ということでは、学生インターンの受け入れもす

すめています。 

 

NPO 職員は、プロ契約選手だと思っています。そういう意味では、サッカー選手にはなれなくとも、NPO 選手としてプロ

契約できればいいと考えています。そうは言っても NPO は佐賀県では 1,000 万円から 5,000 万円ぐらいの事業規模

ですから、これからというのが実感です。 

 

自らのキャリアを振り返って、NPO を通じたキャリア形成は本当に可能だと思います。佐賀未来創造基金とさが市民活

動サポートセンターで働きながら、パラレルキャリア、多足のわらじを履きながら仕事をしています。皆さんにつながりながら、

少しでもこの仕事が続けられたらと思っています。今後もこの形で、できる限り走り続けます。 

 

（質疑応答） 

質問者 A）今、年収はお幾らでいらっしゃいますか。 

 

山田）年収は、先日、GRASS の研修に参加した時に 1,000 万円を目標にしたのですけど、実際は、半分もないです

ね。300 万円を超えるぐらいです。 

 

質問者 B）最初にホームレスになったというのは、なかなか経験できないキャリアだと思いました。ある意味では枠にはまら

ない、スピンアウトしたキャリアは、その後の教員や県職員、NPO になるという、いろいろなキャリアにとって、欠かせないもの

だったのかどうかについて聞きたいです。そこをバネにされたのかどうか。 
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山田）みじめでした。財布を左側に抱いて寝るよいとか、ホームレスの人たちにいろいろ教えてもらいました。あの頃のこと

は、よく、何かのときには思い出しますね。ただ、大事なことだったのかと言われると、どちらかというとポジティブな仲間と会っ

ていることのほうが鮮明に覚えています。ハングリー精神につながったということはあるのかもしれませんが弱い人間なので。 

 

質問者 C）基本的、単純なことですけれど、志事という、こころざしごとという言葉は、何かこだわりがあってのことですか。 

 

山田）私は、志の会を志の人を集めて運営し、地域で仕事をしているつもりです。志がないといけない。ごはんだけ食べ

られればよいのなら、私の友人の中には 1,000 万円以上稼ぐ人たちがいます。いい大学に勤めている、コンサルをしてい

る人などです。自分と比較してみじめとは思わないです。その人たちにも志があるでしょうが、私にももちろんあります。地域

に根ざしてやっている。だからこそ同じところまでいかないといけないと思います。給与が社会の評価や感謝のしるしなのなら、

1,000 万円ぐらいにしたい、しなきゃいけない、そう思ったりもします。 
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■パネルディスカッション「NPO を通じたキャリア形成〜成長モデル、経営者としての視点、必要な努力、仕組み〜」 

パネリスト）山田 健一郎氏（公益財団法人佐賀未来創造基金・理事長） 

北村 隆幸氏（NPO 法人ぶうめらん・代表） 

河村 槙子氏（NPO 法人多文化共生リソースセンター東海・副代表理事） 

コメンテーター）田邊 健史氏（GRASS（持続可能な NPO スタッフのための相互扶助の会）代表） 

コーディネーター）青木 研輔（東大手の会・代表世話人） 

 

NPO を通じたキャリア形成の有効性についてそれぞれのパネラーの経験をパネルディスカッションを通じ共有し、NPO 

を通じたキャリア形成のよりよいあり方を探りました。今後の人材育成、キャリア形成に必要な方策を提案しました。 

 

○自己紹介 

青木)NPO を通じたキャリア形成について、皆さんと意見交換しながら議論を進めてまいります。まず、初めに、パネリスト、

コメンテーターの皆さんのキャリアについて、自己紹介をお願いします。 

 

河村）初めまして。多文化共生リソースセンター東海の河村と申します。多文化共生リソースセンター東海は立ち上がっ

て 8 年になります。団体の立ち上げ当初からかかわって活動しています。私は大学生のときに NPO に関心を持ちました。

大学に多文化共生をテーマにしたサークルがあり、そこで活動したことがきっかけで、将来は NPO で仕事をしたいと思うよ

うになりました。当時は、NPO 法人の求人には必ず、社会人経験 3 年以上と書いてあり、それが私にとっての壁になり、

新卒として NPO で働くことは選択肢として持てませんでした。そうしたことがあって、民間企業で最初は仕事をしようと思

い、民間企業に就職をしました。 

 

民間企業では、1 年半働きました。大学時代に活動していたサークルが社会人も一緒のサークルだったので、仕事が

終わった後や週末の時間に活動を続けていました。そんなときに多文化共生分野の中間支援組織を立ち上げようという

動きがこの地域で起こりました。その立ち上げに参画したのがきっかけで会社を辞めて、多文化共生リソースセンター東海

で働くようになったという経緯があります。 

 

 働き始めた当初は、団体に収入が全くない状態でのスタートでしたから、ボランティアで活動を始めて、アルバイトをしな

がら、なんとか生活していました。実家に暮らしながら、生活費はアルバイトで稼いで、ボランティアで団体の活動をしました。

そうするうちにたまたまなのですけれど、愛知県から大きな委託事業を受けることができ、それを機にアルバイトを辞めて、

専従でやるようになりました。 

 

私は 4 年前に結婚をし、子どもを授かって、今 2 人子どもがいます。子どもが生まれる前までは土日関係なく仕事をし

ていましたが、その働き方をそのまま継続することができなくなりました。現在は子どもがいながらどんな働き方ができるかを

模索しながら、子連れ出勤と在宅勤務を織り交ぜて仕事をしています。また後ほどその辺りのことにも触れるお話ができれ

ばと思います。今日はよろしくお願いいたします。 
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北村）皆さん、初めまして。岐阜県の関市から来ました NPO 法人ぶうめらんの北村と申します。今日はよろしくお願いし

ます。 

 

私は、36 歳になります。関市のまちづくりに取り組む団体としてフリーマガジン『ぶうめらん』を発行しています。関市にま

た戻ってくる、Ｕターンする人を増やしていこうという取り組みなので「ぶうめらん」と名付けました。最近は、高校生向けに

高校生全員に配布するフリーマガジンも作りはじめました。また、関市市民活動センターという市民活動を支援する公共

施設を市から運用委託を受けて運営しています。 

 

 私のキャリアについて、なぜここに至ったのかについてお話しします。名古屋の大学院に通っていた時に異業種交流会の

飲み会で、たまたま横に座ったおじさんが石川県の七尾市でまちづくりをやっている人でした。まちづくりをやりたいのだったら

一回うちに来なさいと言っていただいて、大学院の 1 年生の春休みに石川県の七尾市で、その人の家に住み込みでイン

ターンをさせていただきました。2週間インターンをしたらとても面白くて。来年1年間、空きがあるけど七尾市で働かない？ 

と誘われました。面白そうだから、では働きますとなり、本当はその次の 4 月からフィリピンに留学する予定だったのですが、

それを取りやめて、石川県七尾市に留学することになりました。 

 

 七尾市では、花嫁のれん展、商店街に昔花嫁道具で飾っていたのれんを飾ろうという取り組みですが、そういった市民

のまちづくりについてサポートすることができました。もともと、将来的に関市に戻って、まちづくりの団体でまちづくりに取り組

みたいと思っていたので、NPO という方法があるのだとそこで初めて気がつきました。まちづくりなら行政職員か、商工会議

所、そういう選択をいろいろ考えたのですが、結局、ちょっと違うなといろいろ調べて思っていました。そこで、NPO 法人につ

いてまず学ぼうと考え、休学が終わって大学院に戻ってから、そのまま大学院に行きながら名古屋の市民フォーラム 21・

NPO センターというところで 2 年弱、働かせていただいて、その後、関市に戻ってきて NPO 法人ぶうめらんを立ち上げまし

た。 

 

お金がテーマになっていますが、最初は NPO 法人を立ち上げたときに収入は月 6 万円から始まりまして、それだけでは

生活できないので、社会福祉協議会で臨時職員のアルバイトをしながらやっていました。そのうちにだんだん広告や企業

の会費が集まるようになり、今、10 年目になります。 

 

田邊）私は、NPO 法人 NPO サポートセンターや所属がいろいろあるのですが、今日は代表を務めている GRASS（持

続可能な NPO スタッフのための相互扶助の会）を中心にお話しします。この活動は東京で 8 年活動しています。 

 

  今 37 歳ですから、北村さんの 1 個上、山田さんの 2 個下という関係性ですね。子どもが 1 人、1 歳 9 か月と、あと

妻が 1 人います。あ、これは普通ですね（笑） 

 

仕事のキャリアとしては、私は高校を卒業して 3 日後から新聞奨学生になり、新聞配達して働きながら大学生に通い

ました。それで 2 年間、実家を離れていました。新聞奨学生を辞めた後も新聞配達をしていたので、合計すると 4 年、仕

事をしながら学校に行っていました。 
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大学を卒業して新卒で約 2 年半、焼き肉屋の牛角で飲食店の仕事をしました。その後 NPO に転職して 11 年目で

す。現在は、仕事を四つやっています。大学 4 年のときに、当時高校と大学の連携が進んでいて、高大連携で総合的

学習の時間の課外活動に積極的に参加しました。大学 2 年で新聞奨学生が終わって解放されたので、週末のたびに

今日のような講演会に出て、学外活動をいろいろなしている中でやりきった感がありました。大学 3 年の 3 月に就職が決

まり、大学 4 年で何をしようかなと思っていたら大学の先生が NPO インターンシップを紹介してくれました。それが、NPO

サポートセンターのインターンシップでした。「何それ、おいしいの？」という感じだったのですが。そこでインターンシップに行っ

たときに会った人たちがすごすぎて、こうなりたいと思ったのですが、河村さんと同じで、あんな人たちにはすぐになれないと思

って、そのまま決まっていた就職先に進みました。 

 

NPO に入ったきっかけは、飲食の仕事をしている時に、当時、NPO サポートセンターがヤングジョブスポットといって、渋

谷の若者、フリーター、ニート向けに社会人の話を聞く会というのをやっていて、飲食での経験を 2 回話にいきました。2 回

目のときに私は、そろそろ辞めますという話をしたら、ではうちに来るかと言われて、行きますと言って、転職したのが 11 年

前の話です。 

 

 言い出すときりがないのでこのぐらいにしておきますが、最後に収入の話をします。フミコムという文京区に 4 月からオープ

ンした新しい中間支援拠点の活動支援コーディネーターを週 3 回の非常勤で務めています。個人で業務委託を受ける

形で、390 万もらっています。他に NPO の仕事で約 100 万。あと、知り合いの関わっている企業の事務に関わって約

50 万もらっています。 

 

青木）皆さんのキャリアを振り返っていただきました。いろいろなところで仕事をされてきて、今は NPO にいる。あるいは立

ち上げているということだと思います。 

 

○NPO を通じたキャリア形成は可能か 

青木）一般的に NPO を通じて職業的なキャリアを形成するのはなかなか難しいというイメージがあります。NPO でキャリ

アを作っていく、職業人として山田さんが言われたようなプロになるのは難しいのではないかと思っていたのですが、最近、

10 年以上 NPO を通じてキャリアを積み重ねて、自分で団体をつくる人や団体の中でコアスタッフになっていく人がどんどん

増えています。20 代で NPO に入って、今は、事務局長や理事になったりしている人は珍しくありません。私と同世代で大

きな NPO の代表に 2 代目、3 代目としてなっている人もいます。そういう例を見て、NPO 自身に人を育てる力があるの

ではないかという仮説を立てていたのですが、今日は、立証できたと感じています。 

 

続いて NPO を通じたキャリア形成ができるのかについて、ご自分たちが感じている実感と、部下や仲間などの自分以外

の人を見ていてどうかということを含めてうかがいます。 

 

河村）私は、NPO での経験は立ち上げた NPO 法人多文化共生リソースセンター東海だけですが、民間企業で 1 年

半働いた経験が NPO で働くときに、とても役に立ったと思っています。新卒で入った会社が新卒研修をしっかりやる会社

でした。そこで社会人としてのマナーを長い時間をかけて教えていただきました。NPO を始めてからとても役に立ったので、

本当にありがたかったと思います。 
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NPO を通じてのキャリアですが、立ち上げてから 1 年たたないうちに、愛知県から大きな委託を受けることができました。

その経験を通じていろいろなことを学ばせていただいたと思っています。初めて資金計画書を作り、人を雇う経験をしました。

今まで自分になかった力を付けていく機会になりました。予算も予算書を作ったことがない状態から、大きな金額の予算

書を作るということをしました。人を雇うに当たってハローワークに行って、登録をしたり、給料を決めたり社会保険の手続き

をしたり、いろいろなことをすべてやりました。民間企業に勤めていたときには全くやったことがないことですし、正直、当時は

給与明細の見方さえ分からなかったです。見ても自分の手元に入るお金はわかっても、ほかのお金が何なのかが分からな

い状態でした。それが NPO を始めてからは自分が給与明細を作らなければいけない立場になったので、そこで初めて給

与明細に書いてあったことの意味をすべて知った。そんな状態でした。 

 

本当に何も知らない状態で資金計画書を作っていましたので、大きな借金を抱えました。社会保険料を団体が負担

しなければならないということを知らなかった。それを誰も教えてくれず、団体負担分がすべて赤字になりました。設立して 1

年足らずで理事から借金をするという経験をしました。今、理事からの借金はすべて返済できているのですけど、そういう苦

い経験をしながら、自分になかったスキルは NPO をやりながら付けてきたものばかりと思っています。 

 

NPO を通じたキャリア形成は可能性として、とてもあると思っています。1 人でやらなければいけない、1 人当たりに課さ

れる仕事がとても多い。これだけやっていればいいということは、まったくなく、さまざまなことをやらないといけないので、その中

で自然と身に付いていく力が、あるのではないかと思っています。 

 

北村）基本は、今、河村さんがおっしゃったとおり、1 人でいろいろやらなければいけないことがあるし、所帯が小さいので

やらなければいけないことがとても多いので、それを経験できること、経営的な面を見ることができるのは、とても大きなこと

だと思っています。 

 

私が思うキャリアは、自分が何者なのかを、旗をどうやって立てられるかです。自分はまちづくりの専門家です、自分はこ

の部分の専門家ですときちんと旗を立てられる可能性が高いのは NPO ではないかと思います。専門性が付けやすい。や

っていることがかなり絞られていますから。特に私たちは、まちづくりや中間支援に取り組む団体が、関市には非常に少ない

のでオンリーワンになれます。地域の狭い中ではありますけど、そういう専門性は次のキャリアにとっても大事です。専門性を

付けられる可能性が高いのは、NPO 特有のキャリア形成の一つだと思います。 

 

10 年活動してきて、職員は、専従が私のほかにもう 1 人、非常勤が 4 人いるのですが、その方々に社内教育的がで

きているのか、ビジネスマナーなど、私自身がそういう経験をしていないので、なかなかできていないことを、とても、今、課題

に感じています。また、10 年経ってもなかなか次を任せられる人がつくれないことも大きな課題だと思います。自分自身と

してキャリアを付けられるけれども、育てていけるのかが、経験がないので、今難しいと思っています。 

 

山田）私も考えはまとまっていませんが、可能だと思います。それをやるための仕組み作りをしないといけないと思っていま

す。ただＯＪＴやＯＦＦＪＴをやっただけでは終わらないので、仕事の基本的なところは毎日顔を合わせるスタッフやメ

ンバーと話をしています。 
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最近、例えば佐賀共栄銀行の頭取や県知事などと接する機会のあるいろいろなポジションに出させていただく機会が

増えてきました。そういう経験を通じて必要なことを学んでいます。十分そういうポジションでも通用します。NPO に対して

価値を認めてもらえています。金融機関とやり取りさせてもらったときにも、自分たちにないものを持っているということに対し

て価値を認めていただけました。 

 

ただ、さきほど言ったように基本的なことができていないと、その価値があまり輝いてこないと思います。そういう意味でも、

そうしたところに行くたびに、最低限のところはしっかりやらなければいけないと感じます。例えば、時間を守るといったことで

す。当たり前のことがなかなか当たり前にできていませんでしたが、そこを直してから、本当に社会の中でとても必要とされて

いると感じますし、そのことをきちんとメンバーや職員に返していく、このスタンダードをきちんと伝えていくことを仕組みにする

必要があります。 

 

また、まだ、始めてはいませんが、キャリアを給与に反映する考課測定、昇給の仕組みづくりからは逃げずに向き合って

取り組んでいかなければいけないと思っています。 

 

青木）続いてコメンテーターから、3 人の方のお話しを受けて、コメントをお願いします。ご自身の経験はもちろんですが、

東京の状況についてもご紹介いただければと思います。 

 

田邊）声を大にして言いたいのは、キャリア形成できると皆さんがちゃんと言い切れるぐらい成果を出す仕事をしようという

ことです。 

 

実は、私は NPO で活動して 1 年目のときに限界を感じて辞めようと考えました。転職会社相談に言った際、、それは

NPO に勤めて 1 年で辞めようと思ったタイミングでは、NPO のキャリアが全く生かされずにサービス業だけのキャリアで転職

先の仕事を紹介されました。ふざけるなと言ってその場で怒って帰りました。しかし帰りながら考えたのですが、NPO の仕事

とは何なのだろうと思ったときに、パネリストの皆さんのお話しとも共通しますが、組織や社会全体を見ながら仕事をしてい

るはずなのに、何故この仕事が理解されないのだろうということに疑問を持ちました。組織・社会全体を見る力は間違いな

く養われているはずですから、もっとみなさん自信を持ってほしいと思います。特に北村さんの場合は関市の中ではそういう

人がいないということには気づいているわけですから、それをもっと生かしていきましょう。自分の強みは何なのだろうということ

に気づいて、これをやっていこうと決めることができる人の勝ちだと思います。それがすぐに仕事になるかどうかは分野によって

も違うと思いますから、よく考えなければいけないですね。 

 

私は、もう二つほど肩書きを持っていますが、そのうちのひとつを通じて、企業の新規事業者の方とお付き合いする機会

がとても多いのですが、企業の人とお付き合いしていて、「え、こんなこともできないの？」ということがあります。NPO だったら

当たり前にできるのだけどということが多くあります。言い始めるとこれだけで 2 時間かかりますのでひとつだけ言います。例え

ばタイムマネジメントに関連して、プロジェクト全体を見て、今自分が何をしなくてはいけないかを考えてポジションを取ること

は意外とできないことがあります。「え、そこなの？」という感じで、そこで何かフォローすると「ありがとう」ということがあって、こ

れが自分の強みなのだと気づかされます。そうやって価値観が違う人と話や仕事をすることをしないといけない。NPO のキ

ャリアには自分で気づかないとおそらく気づけないのではないかと強く思います。 
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ぜひとも皆さん自信を持って仕事をして成果を出しましょう。また、価値観の違う人と仕事ができる環境作りをしたほう

がいいと思っています。 

 

山田）完全に同意します。自分が何者なのかといことに早めに気がついて、未熟であっても旗を立てて、その分背伸びを

していろいろな仕事を一生懸命やることが自分のキャリア形成で一番大事だったと思います。今も背伸びをし続けてやって

います。そのときに多様な人たちとお付き合いすることが自分の背伸びするきっかけになったと思っています。特に今、自分

で NPO を運営していますから、きちんと自分でそういう場を求めていかないと、なかなか背伸びをする機会は与えられない

ので、そういう部分が大事だなと思いながら聞いていました。 

 

河村）少しずれてしまうかもしれないのですけれど、私は最初、大学を卒業してから民間企業で仕事をしようと決めたの

には一つ理由があって、学生時代にＪＩＣＡ中部でインターンシップをさせていただいたときに、そこの職員さんに言われ

た言葉がとても心に残っていたからです。将来 NPO で働きたいとしても、民間企業など別のところで一回働いたほうがいい

よと言われました。NPO で働くとしても、働くときに一緒に行動する相手や交渉する相手、そういう相手方の考え方や価

値観が分からないとうまくやっていけないから、一回自分が身を置いて、そういう考え方を知っておくのはとても必要なことだ

よ、というアドバイスをいただきました。それがすごく、ああ、そうだなと、納得しました。企業に入って、企業の考え方や企業

の方と仕事をするときにはどんなことに気をつけないといけないかなどを学びました。そうした経験を通じて、価値観の違う人

と仕事をすることは大事だと思いました。 

 

青木）私自身のキャリアも少し振り返えらせていただくと、一番欠けているのは企業との接点です。企業について知らない、

行政や大学などの非営利セクターでの仕事は経験しているので、そうした組織と NPO の違いは自分の中で相対化でき

るのですが、企業だけは苦手意識があるといいますか、自分がほとんど企業と仕事をしてこなかったので、田邊さんや河村

さんがうらやましいです。 

 

田邊）山田さんや江口嘉人さん（公益財団法人佐賀未来創造基金・事務局長）に聞いたほうがいいかもしれないで

すが、中間支援を辞めた人たちを 30 人以上見ていますが、ほとんどの人の言う言葉が、自分はこのままでは企業や行政

の人たちの気持ちが分からない。そうやって辞めていった人たちをいっぱい見ました。20 代半ばで辞めた人たちが多かった

ですね。 

 

この山田さん、江口さんの 2 人の関係性はおもしろいと思います。お互いに自分だけではできないということを言い合っ

ています。隣に番頭がいて、支えてくれるという関係性はいいなと思います。自分が何でもすべてを経験しないと駄目と思

わずに、無理をして経験しても多分苦手なこともあります。例えば、私はこう見えて、実は数字が嫌です。こんな感じで何

かあると思います。江口さんは、おそらく、経験上、いっぱい見てらっしゃると思うのですが、いかがですか。 

 

江口）そうですね。基本的に私はこうやって人前で話すのはとても苦手です。今日のようにいつも山田と一緒にいるので

すが、私が苦手なところを山田がカバーしてくれています。また、彼が苦手なところを私ができないながらも頑張っています。

基本的には、先ほど言われていましたけれど、できないというふうに思わずに前向きに取り組んでいく、自分で勉強しながら、

いろいろな方に助けてもらいながらやってきました。 
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田邊）そういう関係性はすごくよいと思うのです。他の方もいらっしゃらないですか、そういう関係性の方は、自分が苦手な

ところを補ってくれる存在ですが。 

 

河村）私は副代表という肩書きもあるのですが、実は事務局長を兼ねています。NPO の運営関係は私が担当し、外で

話をするのは基本的には代表が担当しています。外部との交渉系は話が得意な代表が担い、内部の運営系は私がや

るという形に自ずと分かれていきました。特に意識していたわけではありませんが、自然にそうなりました。 

 

北村）もう 1 人の専従職員ですが、実は 3 年前にその人と結婚しました。公私ともにパートナーです。これが、やりづら

い。本当にやりづらくて。今、産休中でもうすぐ明けます。ある程度、今おっしゃられたように役割分担的はできたところで、

子どもができ、産休になったので、産休中は新しく人を雇いましたが、すべて 1 人でやらなければいけない状態になりました。

その 1 年間は、停滞したと思っています。役割分担は、大事だなと思っていましたが、やはり大事なのですね。 

 

ただ、個人的なやりにくさはあります。市民活動センターは行政の運営受託事業で、いろいろなところでいろいろなことを

言ってくる人がいます。夫婦で働いているのはいかがなものかと突っ込んでくる市民の人たちもいます。でもそれ以外に人が

いない。新たにいないけれど、できれば外してほしいと言われたときには、大変だと思っています。 

 

青木）例えば、夫婦でクリーニング屋を営んでいるとか、そういう人はいくらでもいると思いますし、公共施設運営だからと

いってことさらその点を問題にする必要はないと考えます。 

 

○NPO の人材育成・キャリア形成に必要なこと 

青木）今までの議論の中でも出てきましたが、どういうふうに自分たちの部下や仲間のキャリアを作っていったらいいのか、

育成したらいいのかということが、皆さんのお立場だととても大事だと思います。より良い NPO の人材育成、キャリア形成に

当たって、どういうことが必要なのか。何か感じてらっしゃることがあればお話しいただきたいです。 

 

河村）個人がキャリアを積んでいくということは、団体にとってとても必要なことです。多文化共生という私が取り組んでい

るテーマは、お金になりにくいですから、なかなか NPO としてやっていくのは厳しいです。どこからかお金がもらえるというわけ

でもなく、なかなか一つの団体だけで給料を得てやっていくのは厳しいです。 

 

ですから、今、多文化共生の分野では、ダブルワーク的な働き方、団体をまたいで仕事をし合うことで、少しでも自分た

ちの給料を上げる、働いていける環境を作っていくことが大事ではないかと話しています。多文化共生は一つの専門分野

ではあるので、なかなか誰でもできるというわけにはいきません。それなりの知識を持っていないとできない仕事です。専門

性のあるもの同士が、お互いにちょっとこれをやってほしいのだけれどもという形で、頼み合えるような仕組みや環境があると、

それを通じてキャリアアップできるし、お互いにとても助かるということがあると思います。 

 

私は、今 2 人子どもがいるのですが、1 人目の息子を出産して育休中、まだ産後 1 か月になる前から給与計算など

をやっていました。私が給与計算をしないと給料が入らないという団体の事情があったからです。寝ながら給与を計算した

という経験があります。2 人目を生む前に、その状況をなんとかしなければいけないと思ったのと、1 人で会計のことを担って



 

19 

 

いると、私に何かあったときにほかに会計のことを把握できている人が団体内にいないことになる怖さをとても感じました。誰

かほかに、やれる人、状況を把握している人がいないといけないと思いました。 

 

実はこの 4 月から、今日会場にもいらっしゃいますけれども、NPO のバックオフィス支援の活動をされている森建輔さん

に団体の会計はすべてお願いしています。団体外の方なのですが、会計と労務を担っていただいて、給与計算からすべて

を引き受けていただいています。それが本当にありがたいと思っています。お任せしたことで、私が今までそこにかけていた時

間を自分の本来やるべき仕事に回すことができるようになりました。さらに自分以外にも会計を把握している人がいて、相

談し合えること、何かあっても森さんに聞けば大丈夫とか、いてくださるからということがあるのでとても心強いです。団体の

枠を超えてお互いの得意分野を生かし合うのが、キャリアを作っていく上で大切になってくると、ここ最近すごく感じています。  

 

北村）とても困っていて、今日もその辺のことを聞きたいと思って来ているのですが、特に市民活動支援センターの職員に

きちんと相談スキルを付けてもらわなければいけないなと思っています。なかなかちゃんと給料が払える額が付くわけではな

いので、そうすると、働いてもらう人はパートの人やちょっと時間の空いている人になります。もともとその人にそういうスキルを

付けるつもりがない、というところから始まってしまっているので、いろいろと考えていかないといけないと思っています。 

 

市民活動センターは、今日は、岐阜県の方もいらしていますけど、一つの自治体・地域だけではスタッフが 2、3 人しか

いないという状況で研修はなかなかできないので、いろいろな地域にまたがって、例えば中濃地域の中で、研修をするとい

うこともできると思います。NPO はやはり所帯が小さいので、ＯＪＴだけではなく、研修をする機会をいろいろなところと連

携して実施するのがいいのではないかと思っています。 

 

山田）冒頭もお話したように、アウトソーシングでできるところは外に出す、システム化するところはシステム化するというの

が前提としてあります。 

 

企業の方と話すと、彼らが当たり前のようにやっていることがやれていないということがありますから、それを取り入れるよう

にしたいです。例えば、ＮＨＫの番組で見たシエスタ制度。あるいは、今、隔週でマッサージ屋さんに来てもらって無料で

マッサージをしてもらっています。あらゆる地域の資源を活用して、いい人が残ってもらえるようにする。 

 

先ほどもお話しした朝礼や掃除という、当たり前のベースは絶対に外さないようにしています。その上で月 1 回は面談を

おこなう。新しく入った人には研修やＯＪＴで財団のことを伝える。何かやりたいという職員には、例えばイラストレーターを

やりたいという人にはイラストレーターの会に通ってもらう。人に投資をするようにしています。辞めてしまうこともありますが、

そういう試行錯誤を繰り返しながら、システムを作っていこうとしている途中にあります。 

 

田邊）先ほど、北村さんがお話しされた、自分の団体だけでできないことを周りでできたらいいよね、ということがあって、東

京でも試みています。20 人ぐらいでやっているのですけれど、渡り合える関係性を作ろうといって、行政や企業の人に参加

を呼びかけて、参加を通じて交流できる機会を作っています。大きく言うと、チャンスを提供することに尽きると思います。 
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私も振り返ってみて、はじめはワードとエクセルしかできなかったですが、NPO に入ってパワーポイント、イラストレーター、

フォトショップ、ホームページ制作ソフトなどが使えるようになりました。 

 

仕事を通じて責任が発生し、自分が何とかはいけないという責任を持って効率的に取り組まないと、多分それはキャリ

アと呼べないと思います。ボランティア、インターンと違うところで、だからこそ、皆さんがもっと頑張ろうと、私は声を大にして

言いたいです。 

 

機会の創出をぜひともしましょう。経営する側の人は特に若者に機会を提供してください。自分がやっていることを自分

がやり続けるということではなく、どんどんやらせてみる、失敗させてみるということを NPO はもっとさせないといけない。もちろ

ん失敗は、大打撃で指定管理が終わるといったものはさすがに困りますが、させてもいい失敗はあってもいい。 

 

北村さんの話につなげて言うと、私は中間支援ですが、相談スキルは誰からも教わったことがありません。失敗しながら

年間 200 件以上を受けています。私はもう自分で学んでしまいましたが、これから学ばせようというときに、一つの仕掛け

として、最近東京や千葉の中間支援で、アドバイザリーボードといって、団体の運営について団体の外の人と意見交換で

きる関係性づくりを行っています。温かく見守ってくれる人たちを募る、意見交換の場を作って、そこで意見をもらう会です。

私自身、千葉の松戸の支援センターのアドバイザーに入っています。また、東京のアドバイザリーボードを作っています。こう

いった形で、自分たちだけで活動するのではなく、外の人からの意見をもらうことで成長する仕組みを作るのも、NPO だか

らこそできることです。NPO は知恵を絞って頑張りましょうということです。皆さんがチャンスを自らつかんで、形にすることをし

ていかなくてはいけないと思っています。 

 

（質疑応答） 

青木）会場からのご意見、ご質問をいただきたいと思います。今日は、NPO で実際に働いている、運営されているという

方、これから立ち上げたいという方などに集まっていただいています。ここまでの議論を聞いてどういうふうに感じたのか、感想

でも結構ですのでいただけないでしょうか。 

 

質問者 A）岐阜県から来ました、北村さんと中濃地域で一緒に中間支援の連携を取っています。若手のキャリア形成

に関して悩んでいます。一生懸命研修をして、スキルを付けてもらって、だんだん育ってきたと思うと、NPO に入る人はもと

もと意欲の高い人なので、何か自分のやりたいことをやるために新しい団体を立ち上げますと言って、卒業してしまう。地域

の人材としては育っているので、とてもありがたいことなのですが、組織の後継者になってくれないという、悲しい現実を何度

となく経験してきています。この点に関してお聞きしたいです。 

 

山田）4 年間で 3 人ありました。毎年かなり集中的にお金をかけて育成しました。独立した子の中には、企業に入った

子もいます。おっしゃる通り地域全体としてはいいのでしょうが、後継者を考えると、私は 39 歳ですが、この先も 20 代の

子と一緒に走りたいので探していますが、一度、諦めました。諦めて、今いるメンバーでとりあえずどこまで走れるかをやって

みて、その次かなと考えています。後、10 年、20 年走っていく中で見つけたいですね。 

江口）育てた後に外に出て行くことは、私たちも多く経験してきました。しかし、出ていっても、その後も関係性がつながっ

ているので、自分たちが困ったときには助けてもらうことが多いです。その子たちが困ったときには、また一緒にやっていこうと
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いうことです。利害やお金ということではなく、仮にそういうことでお願いすることがあったとしても、気持ちの部分でつながって

いますから、何かしら、お互いに助け合っていく関係性がつながります。地域の中で頑張っていてくれれば、またつながって、

継続的にやっていけると思っています。 

 

田邊)例をあげると、リクルートが面白いです。辞めた人に業務委託で個別の仕事を依頼するということをたくさんやってい

ます。離れて帰ってこないということは、あまり良く思っていなくて辞めたのだと思ったほうがおそらく良いと思います。団体に思

いがあれば、例えば私は学生インターン出身ですが、学生で戻ってくる子は、やはりそこでの経験が自分のためになったから

こそ、何かしてあげようと思ってくれると思います。現職中に何かあって、帰ってこない理由があるのではないかという気がしま

す。本当に思いがあれば、多分帰ってこようとか、何かしらにかかわろうと思うはずですから、根本的な何かが見え隠れして

いると思います。  

 

青木）NPO キャリアキャンパスでは、組織内の人材の継承にだけ焦点をあててはいませんが、実はすでに実施した回で

中間支援の分野の団体の事例にヒントがあると思いますのでご紹介します。1 代目の代表の方が転身されて議員になり、

今、2 代目方が代表を務めてらっしゃるのですが、60 代になり、次の代表に 40 代で今、事務局長を務めているスタッフ

を代表にしようという流れができていると伺いました。 

 

なぜそういうことができるのかというと、実はさきほどの話に少し近いところがあって、現在の事務局長さんもいろいろなとこ

ろに羽ばたいていった時期があったそうです。でも、お互いに縁を切らないようにされていて、ある日、あなたに合っているプロ

ジェクトができたから戻ってこないかと誘われて、世界中、日本中を飛び回っていたのだけど、地元のその団体に戻ってきて、

今、活躍されています。そうした関係性を切らない工夫が大事だということは、皆さんのお話に共通していたと思います。直

接的なお答えにはならなかったかもしれませんが、ご参考になればと思います。 

 

質問者 B）今の事業継承の話ですが、私がまさにそれに近いケースだと思います。私が名古屋を離れて大阪にいたとき

に、名古屋でかかわっていた NPO 法人が指定管理を取りました。提案書に自分の名前が載っていて通ってしまったので、

大阪の仕事も続けられたのですが、そちらにごめんなさいと言って名古屋に戻ってきたという経験をしました。今の、思いが

あったら戻ってくるというのは確かにそうではないかなと私自身思います。呼ばれたからと言って絶対に戻ってくる必要はなか

ったのですけど、戻ってきたいと思ったのは、代表との学生のときからのつながりがあったからだと思います。 

 

スタッフのキャリア形成につながる話ですが、学生とかかわることが多いのですけれど、初代は、立ち上げるということが一

番強く出てきます。おそらく立ち上げのときには、事業継承する、スタッフを育成しようとは考えていないと思います。そんな

余裕はない。どのタイミングでスタッフ育成や事業継承を考えるようになったのか、年数や事業の規模などいろいろな点が

影響していると思いますが、そのタイミングが気になっています。 

 

もう一つ、NPO では若干無理ではないかと思いながらですが、私の経験で大学のサークルレベルの話ですが、初代の

代表に対する強い尊敬で集まってきた学生は、もうその時点でおそらく代表になれない人しか集まっていないのではないか

と思います。そう考えると今いる NPO 法人のスタッフの中から次の代表を育てるのが本当に適切なことなのか。代表にな

れそうな人をヘッドハンティングしてくるという選択肢もあるのではないかと考えています。事業継承のタイミングと、内部から
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育てることが本当に適切なのかについてお話を聞いたいです。 

 

河村）いつも代表と話すのは、人が先かお金が先かということです。いい人がいたら雇いたいとは思うのですが、十分なお

金がありません。いい人がいてもその人がこちらが提示する給与で満足できるかというと、なかなかそこは難しいと思います。 

 

常に継承のことは考えていて、いろいろな人と仕事をする中で関係性は作ってきています。緊急雇用創出事業でこれ

までに何人かの方に働いていただきましたが、関係性は切れていなくて、仕事が終わってからも何かあると連絡しています。

特に私たちの場合は過去の雇用者の中に翻訳や通訳ができる方がとても多いので、タイミングが合えば何かお仕事が来

たときにちょっとやってもらえないかとお願いをしています。定期的に、1 年に 1～2 回は会う機会を作っています。例えば、

誰かが海外から帰って来たタイミングで会う、そういう、みんなで集える機会を作っています。そこで「今何してるの？」と聞

いて、しばらく何もしていないという人がいれば、「ちょっと今うちでかくかくしかじかあるのだけれど、やってくれない？」とお願い

しています。そういう形で関係を切らずにずっと続けながら、常に継承も意識しているという状況です。 

 

北村）少し前まで継承を全く考えていませんでした。要は自分が走ればいいと思っていたので、そうだからこそ、今はっと気

がついたときに、もっと事業が広がり、これからやりたいことがどんどん増えてきて、そちらのほうに注力したいけれども、いつま

でたっても自分がプレーヤーをやっているという状態に気づきました。それが楽しいのでそのようにやってきましたから、次の人

を探して、そういう立場でやれる人を探す、育てなければいけないと思ったのは、本当に 3、4 年ぐらい前ですね。それまで

はまず自分の事業を安定させることが優先でした。今おっしゃったように、代表の給与もままならないにもかかわらず、新し

い人に対して責任が持てない、責任を持つ自信もありませんでした。 

 

NPO 法人を作る際に、ボランティアでかかわってくれた若い子たちは 10 年続けているともう就職をしていますが、就職

してもかかわってくれる人もいます。市役所への就職希望で学生のときにかかわってくれた子が多いです。そのままどこかの

役所に就職するということが多いのですが、その子たちに戻って働いてくれとは言えません。ボランティアとしてメンバーを募り

ながら、関係のない人を外部から連れてくるというよりも、今までかかわってきてくれて、思いを共にしている人たちを連れてく

るということに可能性があると思っています。 

 

山田）外部から連れてくることが可能かどうかは、私たちの仕事は何か思いがないと務まらないという前提を踏まえないと

いけませんね。本当に経営能力に長けた人がいるのだったら、代わってもらうことはありえますが。佐賀では NPO 誘致を進

めている関係で、極めて高い能力を持つ人たちと会う機会が多いです。そういう人たちと会うたびに、本当に地域が変わら

ないと意味がないと感じます。私たちが雇用されるためだけに NPO があるとしたら、価値がない。そう考えると地域を支援

し、よい影響を与える人が別にいて、代表になるなら、私が好きで関わってくださっている方もいると思いますが、地域にとっ

てはどちらがいいのかということは考えます。 

 

田邊）一例を言うと、東京に ICYE ジャパンという、50 年以上続いている NPO があります。国際的なワークキャンプ活

動に取り組んでいますが、実は、50 周年で団体を解散しようという話になったことがあります。最終的には今までかかわっ

てくれたキャンプメンバーなどが集まって、考えた結果、団体が必要だと言うことになりました。キャンパーとして参加していた

子が、今事務局長になって戻ってきて、団体が続いています。事業承継するタイミングは本当にその活動をこれ以上やる
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必要があるのかということを、問う機会をまず設けて、それでも本当に必要となったときにあるのではないかと思います。 

 

つい最近のことですが、かものはしプロジェクトという NPO が、もうカンボジアではミッションを達成できたから、ミッションを

変えて次の国に行くことを決めたと発信しました。一般的にミッションありきと言って、ミッションにこだわりすぎることで、社会

の変化に対応できていないということが NPO にはあります。変化に本当に自分たちが対応できるのかということを問い直す

機会をまず持って、それでもついてきてくれる人がいないのなら、解散するか、まとめてしまえばよい。東京は、Ｍ＆Ａの団

体もあります。もう過渡期だと思っています。 

 

組織作りを共にするところに関心を持ってくれるメンバーに事業承継をしないと、先生と生徒のような関係性をずっと続

けているような形でやっている団体では無理だと思います。無理と言ってしまうと終わりなのですけれど、無理なところをどう

やるのかを考えていくのが知恵だと考えます。宿題を出して終わりにします。 

 

質問者 C）法人格には医療法人や社会福祉法人、いろいろあります。どんな法人でもよいとことはよいし、駄目なところ

は駄目なので、法人格はやりたいことに合わせて選ぶ、NPO が適していると思えば NPO の法人格を選択するという意識

でいます。 

 

今日は NPO を通じて積めるキャリアについて一番お聞きしたくて参加しました。私も一つ NPO の理事をやらせていただ

いていますが、それは小さなところで、実際私は大きな仕事はしていないです。それ以外に一般社団と株式会社を経営し

ています。自分の生まれ育ったまちで自分が活動していくのに、NPO が適しているのではないかと考えています。 

 

今、NPO にかかわっている皆さんがほかの法人格で得られなかったキャリアの積み方をどのように意識されているのか。

自分たちが市民として地域にかかわるとか、やりたいことがあるから NPO を立ち上げたと思うのですけれど、なぜ NPO でな

ければ駄目だったのかということがあると思います。NPO ならではのことがあればお聞きしたいです。 

 

北村）私も NPO 法人で関市という人口 9 万人のところでやっていますが、10 年間やってきて NPO 法人で良かったと

思っています。というのは、簡単に言えば元気玉が使えるということで、皆さん、オラに力を分けてくれと言ったときに、関市

の企業で 150 社が会員になって応援してくれています。また、市民の方々も、NPO は分かりやすいから応援してくれてい

るということもあります。関市の中では、株式会社に対して、他の企業が応援してお金を出してくれるのか、市民がボランテ

ィアでかかわってくれるのかと言ったらなかなか難しい。イメージに関しても良かったと思っています。 

 

あとは、かかわってくれる方々に関しても、本当に地元のおじいちゃん、おばあちゃんと一緒になりながら事業を形成して

いくことがまちづくりの場合多いのです。そこで身に付くコミュニケーションスキル、そういう部分に関しても、やはり NPO 法人

だからこそやれるものだったのではないかと思っています。 

 

河村）私は多文化共生分野に株式会社で挑戦したいということで取り組んでいた方を知っていますが、純粋に多文化

共生をやっていきたいと思っていても、その主体が株式会社であると、どうしてもイメージで、何か少しは利益を得ようとして

いるのではないかと思われてしまうことがあると感じました。NPO 法人という法人格を持っていることで、純粋に多文化共
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生をやりたいということが理解してもらいやすいということは、あると感じています。 

 

田邊）私がそういう相談に対してずばり言うのは、顧客は誰ですか？ と言うことです。顧客が今言われたように NPO に

信頼性を持ってくれる人なのかどうかということに尽きると思います。 

 

NPO で実力を付けたというエピソードですが、とにかく多様な人とかかわるきっかけができるのが NPO の最大の魅力だと

思います。良くも悪くも何かやってくれそうという感じ、さっき関の話を聞いたときにすごく思ったのですが、人口 9 万人で

NPO というときに、何かここは新しいことをしそうだというわくわく感を提供できたのではないかという気がします。その地域の

お客さん、地域全体、自分たちがどうしたいのかということの中で、あまり法人格にこだわりすぎることをお勧めはしていませ

ん。今質問されている方だけが考えることではなく、立ち上げにかかわる人たちがどうしたいのかということを考える過程こそ

が大事です。こういう相談受けると大体 1 人で考えていることが多いのですから、もう少し幅を広げると、可能性が出てくる

かもしれないと思います。対象は誰なのか、お客さんは誰なのかということで考えるというのが一つの策かなと思います。 

 

青木）時間となりました。まだまだお話は尽きないところですが、今日の議論を引き継いで、東大手の会では NPO を通

じたキャリア形成、NPO で働くことにこだわりながら、研修や講演会等の機会を作っていきますので、またの機会にもぜひご

参加ください。ご登壇いただいた講師、パネリスト、コメンテーターの皆さん、ありがとうございました。参加者の皆さん、本当

にありがとうございました。 

 


