
 会員団体はじめＮＰＯ法人のみなさまにご協力い

ただいた愛知県ＮＰＯ雇用状況等調査のまとめがで

きました。詳細は報告書を見ていただくとして、こ

こでは、2004年度に日本福祉大学知多半島総合研究

所と共同で行った「福祉･子育て支援 NPOで働く人

の実態調査」との比較から若手に特徴的なことを述

べます。（数字は概数） 

 今回の調査では、県内福祉分野のＮＰＯ法人 31

団体 381人から回答をいただきました（前回 22団

体 328人）。働く人の年齢層は 70歳以上が前回の 3

倍以上の 11％に、一方で 20代は 8％から 6％に減少

しています。これは、所属年数でも 5～ 10年未満

が 3割、10年以上が 2割を占め、全体の半数が 5年

以上継続しているという状況と一致します。 

 25歳未満の平均年収は、前回の 163万円から 173

万円に約 10万円アップ、若手の待遇が改善されて

いる様子が見て取れると同時に、彼らの約半数が

「生きがい」を求めてＮＰＯに関わっており、7割

がこのまま継続したいと答えています。 

 25～ 29歳では、この数字が 9割にまで昇り、運

営経営に関わりたいという人もわずかながら存在し

ています。ところが、30～ 34歳では、5割が「賃

金に不満」6割が「辞めたい」と思ったことがある

と答えています。 

 前回調査でも若手の不安が 25～ 29歳で現れてお

り、家族を持つ年代になると、雇用環境の整ってい

ないＮＰＯでの雇用継続を危ぶむ傾向が見て取れま

す。このような若手の 6割以上が「上司・先輩によ

る指導・ケア」「本音コミュニケーション」を団体

に求めており、団体内で若者が雇用継続できる体制

づくりをともに考え合う機会と団体を超えた同世代

のネットワークが必要です。 

 ＮＰＯの雇用の最大の特徴は「多様性」にあり、

生きがいある仕事として関わる若手、家庭仕事両立

型の女性、ボランティア志望のシニアに加え、今回

調査では、対価が必要というシニア層の増加も見ら

れました。 

 地域の支援を受けつつ社会貢献していくＮＰＯな

らばこその人間関係づくりが問われていると言えま

しょう。私たちは、地域全体で若者の育ちを応援し

ていかなければなりません。 

 思い起こされるのは、日本社会の子ども・若者た

ちへの大人の責務です。就職難ということでは雇用

環境の悪化だけでなく、学校時代のいじめ、不登校

も大きく影響しています。引きこもり、ニートへ、

私たちができることは何でしょうか？ 

 1月に行った「地域力をたがやす～ささえあいの

居場所」フォーラムで、ＮＰＯから提案のあった

「子ども若者支援」について新年度早々にフォーラ

ムを開催します。次世代につなぐ地域づくりについ

て、ご一緒に語り合いませんか？    （岡本）           
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こども・若者自立

支援地域フォーラム 
 

◆日時   2011年 4月 16日 （土曜日） 

◆会場   クラシティ半田 3F ホール 

◆参加費   500円 
 

  

◆問合せ・申し込み  050-1183-1650（TEL・FAX) 

フォーラム実行委員会事務局 NPO法人エンド・ゴール 

事前予

約優先  
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NPO現場見学バスツアー 
  

 平成14年より始まったNPO現場見学バスツアー

は、参加累計3,612名（平成23年2月28日時点）

の参加がある。定例開催はもとより、最近は参

加者の目的に合わせたオプショナルツアーの需

要が高く、毎年行われている行政職員対象の研

修は、県内外を問わず実施している。 

 また、企業や地縁からの参加も多くなってき

ている。トヨタ車体㈱では社員対象に定年退職

後の生活設計の一つにボランティア活動を紹介

する目的で3回実施。社内のプロボノ（職業上

培った知識や経験を活かした社会貢献活動）を

推進し、この縁がきっかけで企業のNPO支援がつ

ながり始めた。地縁では、南粕谷福祉環境部会

（知多市）・住人やコミュニティ役員を対象に

東浦町や知多市が取り組み、地域のNPOを知る機

会となった。地域づくりへの共通の想いを抱

き、地縁とは違う新たな視点を提供し協働の機

会を作ることができた。（後藤） 

 

てらもと輪が家 オープン 
 

2 月 21 日

（月）知多市寺

本台で「いつ来

て、いつ帰って

も良い地域の居

場所づくり」を

目指し、「てら

もと輪が家」が

オープンした。オープニングセレモニーでは、参

加型のマジックショーが行われ、そのあと見学し

ていた人たちの笑顔を集めたスライドショーが行

われた。昼食は主催者手作りのおでん、炊き込み

ご飯、お漬物がふるまわれた。どれも愛情が込め

られており、とても美味しかった。 

団塊の世代の方が主催者であり、利用者にもな

れるこの「てらもと輪が家」では、「新しいコ

ミュニティーの場」として、年齢が高くなっても

人と交流しながら、楽しく元気に過ごすことを可

能にしてくれる。是非、皆さんも「てらもと輪が

家」に立ち寄り、更なる「幸せ」を味わってみて

ください。（名古屋短期大学インターン 野口） 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
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✿会員団体紹介✿ 

特定非営利活動法人 りんりん 
 

 NPO法人りんりんでは、地

域の多世代交流の場とし

て、昨年7月りんりん茶屋を

オープンさせた。オープン

から半年、様々なイベント

を毎月企画している。 

 1月15日に行われた「着物を着て写真を撮り

ましょう！」では6名の方が参加した。着付け

を担当された榊原初美さんは、デイサービスや

なべで習字を楽しむボランティアをしている。

元々着付けの先生だった榊原さんは「多くの家

庭のタンスに眠っている着物。ずっと眠ったま

まではかわいそうね」と、着物でりんりんへ。

さっそうとした着物姿の榊原さんに声をかけた

村上代表の発案で今回の企画となった。 

 この日りんりん茶屋では、お孫さんにお菓子

を買っていく高齢の方や市の職員がいつも通り

の様子で食事をされる様子がみられ、日ごろの

交流の深さを伺えた。また、人とのつながりや

一人の「人」を大事にされるりんりんの温かさ

を感じた。華やかな着物姿にデイサービスの皆

さんにも大変好評でした！（後藤） 

 犬山で生まれ育った吉野

さんからは、地元民ならで

はの郷土愛がひしひしと伝

わってくる。11年前（平成

12年）、市の式典として開

催されていた成人式が荒れていた。当時の石田市

長が市主催の式典を中止、この時新成人による実

行委員会が立ちあがった。6回目から携わり、資

金集めから企画運営に奔走した。「地域の人と一

緒に犬山を良くしていきたい。」この想いが行政

マンになった今も変わらず、一市民としてボラン

ティアを続ける原動力になっている。まちづくり

拠点施設の担当として地域密着型の業務をこな

し、人と人との繋がりにやりがいを感じているも

のの、協働の実情について市民も市職員相互理解

がすすまないとこぼす。「荒れる若者のイメージ

を払拭したい。」新成人の実行委員会のOBとして

ゴミ拾いやイベントに参加してアピールしつつ、

次の世代に後ろ姿を見せ続けている。（市野） 

犬山市役所 生活環境部 

地域活動推進課 吉野敦也氏 

「地域密着です!!」 
ＮＰＯ担当職員リレー 

 

 
 

今回参加したみなさん 

マジックの種明かしをしながらおしゃべりが

はずみます。 
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愛知県職員 NPO理解インターンシップ 
  

東元茉莉子さん(半田保健所）10/28～11/5 

研修を通じて感じた事は、大きく２つ

あります。１つ目は、NPOの人たちはや

る気に溢れていて、高い目的意識と理念

を持っている事です。現場を見て、パ

ワーを感じ、刺激を受けました。２つ目

は、NPOは困り事にすぐ動いて対応でき

る組織だという事です。現状をよりよくするため

に、何をしなければいけないのか常に考え、行動

しているのが印象的でした。行政は現状をよりよ

くしたいと思っても、なかなか迅速には動けない

事があります。だから、NPOと行政は協働して、深

いつながりを持つ必要があると感じました。 
 

石井由布子さん (医薬安全課）11/13～11/19 

 今回の研修の様々な体験の中で印象に残ったの

は、様々な考え、思い、願い、目標などを持った

人々が、それを達成するための手段の

ひとつとしてNPOを組織しているのだと

肌で感じた事です。NPOを設立した方や

今まさに設立しようとしている方に話

を聞き、実際に自分ができることをで

きる範囲で活動されている方、将来の

ために現状を打開しようと奔走されている方、ま

た、今自分の目の前の問題をどうにかしたいと考

えている方など様々な方がいる事を知りました。

さらに、目的が同じでも手段が違うNPOや、手段は

同じでも目標が違うNPOがあり、本当に多種多様で

あると実感しました。NPOに関わっていく中で、

「何故そのNPOが設立されたのか」も考える事

が、今後よりよい協働を考える上で重要ではな

いかと思いました。 
 

飯嶋洋基さん (国際課）11/19～11/26 

 今回の研修で、サポートちたを始め、複数のNPO

法人に伺うことができ、言葉でしかな

かったNPOの具体的なイメージをつかむ

ことができたことが、私にとって何よ

りの収穫でした。 

 福祉系NPOと一括りにしても、その活

動は団体によって実に様々であること

を、サポートちたの業務をお手伝いし

たり、1日現場体験として他のNPO法人の活動を見

学したことで知りました。そしてその多様さは、

利用者のニーズに応えるため、あるいはそれぞれ

のNPOが持つ信念から生まれてくるものだというこ

とも、忙しい合間をぬって、丁寧にご自身の活動

を説明していただいた研修先の皆さんから教えて

いただきました。 

 サポートちたでは、NPO間のネットワーク、人と

人とのつながりを非常に大切にされ、そこから生

まれる新たな活動の可能性を常に探っておられま

した。その姿勢は、私が行政に従事していくうえ

でずっと参考にしていきたいと思います。そし

て、県職員としてNPOが持つ多様さや信念を最大限

尊重するような形での協働の方法について考えて

いければと思います。 
 

日比野彰範さん (尾張県民事務所）12/3～12/9 

 私は、NPOのに携わる方々のお話を聞

き、「地域の課題を解決したい」とい

う想いと行動力の強さに驚かされまし

た。現場の研修を通して、NPO組織でも

継続的な事業運営を行うため、利用者

からの利用料は必然であり、決して貧

困対策でやっているわけではないことに気づかさ

れました。 

最後に、決して高度な専門知識がなくても、利

用者との触れあい等、身近な事から地域支援に参

加することができる事を知り、私も今すぐにとは

いかないが、今後、時間を見つけ活動に取りくみ

たいと思うきっかけになりました。 
 

木村友美さん (知多県税）12/9～12/16 

NPOについてよく知らなかった私に

とって、サポートちたという場所は

絶好の研修場所でした。一宮NPO講座

や現場体験、バスツアーなどを通し

毎日勉強と気づきの連続でした。研

修では、「これはおかしい」と思っ

ていても仕方が無いと見て見ぬふりをしている

と、いつの間にか変化に気づかないようになって

しまっていた自分に驚き、「きっと誰でもこうだ

ろう」と無意識に枠にはめていると、多様性を認

めない硬い頭になってしまっていた自分に気づき

ました。 

誰もが幸せになれるようにという理想に対し

て、あまりに多くの問題があり過ぎて目を背けて

しまいがちです。特に愛知県職員として働いてい

ると「県民のため」という漠然とした思いのため

に、いつの間にか思いを見失ってしまうのかもし

れないと思いました。 

NPOの活動は皆「目の前の人を助けたい。何とか

したい。」という身近な所から始まっていると聞

きました。私は行政の側ですが同じ考え方をし

て、同じ思いを持てる職員になりたいです。 



 

◆◆イベント◆◆ 
 

■ 講演「みんながシアワセに暮らせるマチへ」富山

型デイサービスの先駆者（N)このゆびとーまれ理事長 

惣万佳代子さんを迎え【地域協働応援事業フォーラ

ム】を開催◆3月6日（日）13：30～16：30◆東急インホ

テルホールB（名古屋丸の内）定員50名◆参加費無料 

◆申込先 市民フォーラム21・NPOセンター （若山･宮

嶋） TEL052-919-0200 
 

■ 愛知県とあいち健康長寿産業クラスター推進協議

会主催の企業による製品開発等を紹介する【あいち

健康長寿産業クラスター成果発表会】を開催◆3月18

日（金）14：00～16：30◆ウインクあいち18階 愛知県貿

易情報センターセミナー室（名古屋中村）定員70名（申込

先着順）◆参加費無料◆申込先 愛知県産業労働部 

新産業課･科学技術推進室 TEL052-954-6349 
 

 ■ 「共生文化創造への途」をテーマに、日本福祉

大学原田正樹先生を迎え、第1回あいち・なごや福祉

教育・ボランティア学習研究フォーラムを開催。内容

は、基調講演･シンポジウム･ワークショップ◆3月21日

（祝･月）12：50～16：30◆日本福祉大学名古屋キャンパ

ス（北館8階）定員100名◆参加費500円◆3月14日まで

にFAX052-802-7552へ申込 
 

■ 「聴覚に障がいのある方々にも、楽しんでいただき

たい」と、音と光と共感のステージ【バリアフリーコラボ

レーション】を開催。体験ワークショップ併設、事前要予

約◆ 3月 26日（土）14 ： 00～ 16 ： 00（体験は 9 ： 45～

11 ： 15）◆ゆめたろうプラザ響きホール（武豊）◆入場無

料◆問合せ  打楽器イン ター フ ェースを楽しむ           

ビブラション代表 小寺岸子 TEL090-3958-2586         
 

■ あいちホスピス研究会の公開講座を 5 回開催。

「妻を看取る日」の著者垣添氏をはじめホスピスの第

一人者が講師陣◆ 4月 2日、23日、5月 8日、21日、

6月18日各回10：30～16：00◆会員・学生:4,000円、

一般:6,000 円◆ウイルあいち（名古屋東区）◆ 3/15（月）

締切先着順◆問合せ 「あいちホスピス研究会」事務局 

TEL/FAX0561-72-5145 

■ 学童保育所・児童デイサービス・保育園等のス
タッフとしての基礎知識を身につける「保育スタッフ育
成コース」開講（現場体験あり） ※保育士受験科目 
◆ 4/18 ～ 7/19（60 日間） 9:00 ～ 15:30 ◆会場 

NPO 法人プレママクラブ 2 階研修室（半田市亀崎）◆問
合せ  NPO 法人プレママクラブ（石川）TEL0569-29-
0810 

◆◆掲示板◆◆ 
 

■ 高齢者･介添えの必要な方に安心して愛知の旅を

楽しんでいただくために、あいち旅サポーター事業（愛知

県委託事業）がスタート。県内主要観光地のバリアフリー

情報や車いすの移動、観光のお手伝い等を実施。平成

24 年 3 月末までは無料利用可。◆問合せ あいち旅サ

ポートセンター（名鉄観光サービス内  担当：市橋） 

TEL052-582-2164/ FAX052-533-6682  
 

■ 食堂椅子が必要な方はいませんか？業務用で頑

丈な椅子 15 脚あります。引き取りに来ていただける方

へ無償提供します◆問合せ きらゆめ戸田愛 

TEL090-4235-7269 
 

■ 知多地域成年後見センターでは、事務所拡大に伴

い、事務机・鍵付キャビネット・ロッカーを必要としてい

ます◆問合せ NPO 法人知多地域成年後見センタ― 

TEL0562-39-2663 

サポちた インフォメーション 

会員さんなどから集まる情報をお知らせします。お気軽に情報をお寄せ下さい。 

４ 

 

ＮＰＯ現場見学バスツアー 
 3月22日(火) 9:30～16:30 定員 ８人  

 4月21日(木) 9:30～16:30 定員26人                   

  参加費 5,000円(昼食代別途) 
 

オプショナルバスツアー常時受付中！ 
目的に合せて企画します。（担当：江端） 

478-0047 知多市緑町12-1 

知多市市民活動センター1階 

Ｔｅｌ     0562 (33) 1631 
Ｆａｘ    0562 (33) 1743 

 

≪サポートちた事業予定 担当：竹内≫ 
 

■ ホームヘルパー２級養成研修講座 土日コース            

＜日時＞ 5/14～ 9/4  9:30～ 16:30   

＜場所＞ NPO法人りんりん・知多市市民活動センター 

＜参加費＞ 65,000円（テキスト代・実習費込） 

＜申込締切＞定員（４０名）になり次第締め切り 
 

■ 訪問介護員 2級養成科          

＜日時＞ 4/18～ 7/15 9:00～ 15:50（土日除く） 

＜場所＞ 第 8オオタビル・3階会議室 

       （名古屋市千種区桜が丘 295） 

＜受講料＞ 無料 ＜テキスト代＞ 6,800円 

＜定員＞ 30名   ＜募集期間＞ 2/21～ 3/22  

＜申込方法＞ハローワークで求職申込後、基金訓練の受

講を申し入れ、受講申込書を郵送又は、ご持参ください。 


