はじめに
愛知県内のＮＰＯ法人は、2009 年度末には 1,266 団体・収入総額は法人全体で約 182 億円・
同一団体平均 1,789 万円へと成長しています1。事業・社会サービスの拡大とともに、雇用の
受け皿としても発展をしており、昨今では「新しい公共」の重要な担い手としての期待も寄
せられています。
しかし、未だに「ＮＰＯは好きでやっている」
「ボランティアは安くつく」といった理解不
足があり、ＮＰＯの雇用環境の厳しさの一因となっています。他方で、ＮＰＯ法成立から 12
年が経過する中で、雇用条件の整備や新しい組織マネジメントに着手する団体も生まれてき
ました。その一方で、ボランティア活動を通して地域の人たちの参画を促しながら、社会的
使命の実現に向けて地道な展開をしている団体も存在します。
こうした多様な状況を把握すると共に、ＮＰＯ法人全体が人材確保・定着・育成において、
どのような水準にきているのか全体像を探るために、愛知県では、愛知県認証全ＮＰＯ法人
を対象に、「ＮＰＯ雇用状況等調査」を行いました。「団体調査」と「スタッフの意識調査」
の両面から、
「ＮＰＯでの働き方・関わり方」を洗い出すと共に、幾つかのＮＰＯの活動展開
モデルを踏まえたヒアリング調査を行い、それらの結果を踏まえて、今後取り組むべき課題
を提言にまとめています。
今回の調査で改めて明らかになったのは、活動内容や事業規模によって、働き方・活動の
仕方は多様であり、各々の社会的使命を実現していくことを軸とした「働き方・関わり方」
を確立・発展させていく必要性です。その展開は多様に試みられることになると思いますが、
同時に、各ＮＰＯの社会的な存在意義を考えた時、持続的な仕組みを作っていくことは共通
の課題になると考えられます。その鍵となるのが、雇用条件・組織運営を整備し、
「安心して
働ける場」となることであると共に、「やりがいを感じられる」「多様な市民が参画できる」
ＮＰＯならではの働き方の魅力を発信していくことではないでしょうか。
本調査が、そうしたＮＰＯの健全な発展の基盤づくりに向けて、各々のＮＰＯにとって今
後の方向性を考える材料になると共に、ＮＰＯの人材や活動について正しい評価と価値の理
解を促す一助になれば幸いです。また、ＮＰＯを支える社会的仕組みや施策を検討していく
ために、調査結果を有効活用したいと考えております。
最後に、アンケートやヒアリングにご協力をいただきましたＮＰＯ法人の関係者の皆様、
調査の各過程でご協力いただきました検討委員、アドバイザーの皆さまに感謝申し上げます。
この冊子を通じて「ＮＰＯらしい働き方」とは何かを改めて確認し、今後のＮＰＯセクター
及び個々の団体の発展に少しでも役立てて頂ければ幸いです。
2011 年１月
愛知県県民生活部社会活動推進課
1

収入総額の数値は、2010 年 12 月段階で、愛知県のホームページでの公開情報を元に、本調査受託団体のボランタリ
ーネイバーズが算出したもの
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