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地域に貢献する活動分野での雇用創出
― ＮＰＯと社会的企業を中心に ―

〈労働政策フォーラム〉

地 域 貢 献 活 動 分 野で の雇 用拡 大の 可能 性
― 企業分野、公的分野に続く新たな分野として ―
企業を取り巻く厳しい経営環境や地方自治体における行財政改革の進展などで、企業や公的分野で
の雇用の拡大が困難ななか、介護や福祉、社会教育、まちづくりといった地域社会に貢献する活動分
野での事業が、新たな雇用の場として期待されている。政府も地域雇用対策の一環としてこうした分
野への支援策を強化している。地域貢献分野で雇用が拡大する可能性があるのか、その課題は何か、
地域社会に根ざした活動を雇用に結びつけていくためにはどのような支援が必要かなどについて、３
月 17 日に東京・九段下で開催した労働政策フォーラムでの議論を中心に特集する。
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センター﹂﹁コミュニティ・サポートセ
ンター神戸﹂﹁シーズ加古川﹂の三つの
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厚生労働省大臣官房参事官︵雇用対策担当︶

社会的事業を志す方などを支援するこ
とにより︑新たに三人の雇用を創出し
ている︒事業費
は一○○○万円︒
事業期間は二○
○九年九月から
二○一一年度末
までを予定して
いる︒具体的な
事業としては︑
ＮＰＯに対する
個別相談やソー
シャルビジネス
を志す人︑すで
に取り組んでい
る人向けのセミ
ナーや交流会の
開催などを行っ
ている︒
二つ目の事例
は兵庫県の﹁ふ
るさとコミュニ
ティ・ビジネス
創出支援事業﹂
だ︒この事業も
中間支援組織を
活用したもので︑
県の都市部にあ
る﹁宝塚ＮＰＯ
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ふるさと雇用再生特別基金事
業
最初に紹介する﹁ふるさと雇用再生
特別基金事業﹂だが︑これは都道府県
や市町村が民間企業やＮＰＯ法人に事
業を委託し︑委託を受けた法人が地域
の実情や創意工夫に基づき︑地域求職
者の継続的な雇用機会を創出するとい
う も の︵ 図１︶︒ 都 道 府 県 な ど が 企 画
した新しい事業のうち︑雇用創出効果
が高く︑継続性のあるものを実施する
ようお願いしている︒
ふるさと雇用再生特別基金事業をソ
ーシャルビジネスの分野で活用する場
合︑ビジネスの立ち上げ時期に人件費
を委託費でまかなえる分有利になるた
め︑早いうちに採算ラインに乗せるこ
とができるというメリットがある︒現
場からは︑黒字になれば積極的な事業
展開が可能になり︑ますます事業を軌
道にのせやすくなるといった声も届い
ている︒
この基金事業を利用したＮＰＯ法人
の事例をいくつか紹介する︒一つ目の
事例は︑東京都のＮＰＯ法人エティッ
ク が 行 う﹁﹃ 社 会 的 事 業 ﹄ の た め の 専
用相談窓口事業﹂だ︒エティックは一
言で言うならば﹁中間支援組織﹂で︑
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地域貢献活動分野における雇用への支援策

三月初めに︑平成二一年第４四半期
の有効求人倍率が発表になり︑全国平
均は○・四五倍で︑沖縄県は全国で最
悪の○・二八倍︑次いで青森県が○・
二九倍だった︒私どもはそういった雇
用情勢が特に悪い地域の雇用対策を中
心に様々な施策を実施している︒これ
に加え︑近年の厳しい雇用情勢を踏ま
えて︑昨年度から四七都道府県に交付
金を交付し︑基金事業も実施している︒
昨今︑経営環境の変化により︑企業
分野では新たな雇用機会の創出が困難
な状況だ︒また︑公的分野でも地方自
治体における行財政改革が進展したこ
とで︑雇用の拡大が難しくなっている︒
そこで︑企業分野︑公的分野に続く新
たな分野として︑地域貢献活動分野で
の雇用が求められるようになった︒
地域貢献活動分野というのは︑保健︑
医療や福祉の増進を図る活動︑社会教
育の推進を図る活動︑まちづくりの推
進を図る活動︑その他地域社会に貢献
する活動分野を指す︒いわゆるソーシ
ャルビジネスやコミュニティビジネス
で︑本日お集まりいただいているＮＰ
Ｏ法人の皆様の活動も含まれている︒
本日は地域雇用対策室の実施してい
る事業のうち︑地域貢献活動分野に関
する事業を紹介する︒
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図１ ふるさと雇用再生特別基金事業
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〈報告１〉

特集―地域に貢献する活動分野での雇用創出
ＮＰＯ法人が委託先になっている︒新
たな雇用創出数は七人︒事業期間は二
○○九年四月から二○一一年度末まで︒
宝塚ＮＰＯセンターでは︑日本海側
の但馬地区にあるＮＰＯ団体やコミュ
ニティビジネス企業に対して︑法人設
立に必要な申請書類の作成などの支援
を行っている︒コミュニティ・サポー
トセンター神戸は︑兵庫県でも山間部
にある丹波地区を支援している︒具体
的には兵庫県産木材の地産地消
運動を広げていくため︑間伐材
を使った商品の販路開拓支援を
行っているほか︑丹波地区の農
産物のうち︑特にＢ級品を阪神
地区で購入・利用できるような
仕組みづくりを支援している︒
シーズ加古川では︑淡路島のコ
ミュニティビジネスを支援して
おり︑ＮＰＯ法人設立に関する
相談のため︑講師の派遣や講座
の企画︑さらには自治会やサー
クル活動など垣根を越えた支援
やマッチングなどの活動を行っ
ているところだ︒
三つ目の事例は青森県の﹁街
な か 遊 び 体 験 サ ポ ー ト 事 業 ﹂︒
委託先はＮＰＯ法人﹁弘前こど
も コ ミ ュ ニ テ ィ・ ぴ ー ぷ る ﹂︒
新たな雇用創出数は五人︒事業
開始は二○○九年五月からだ︒
青森県産の玩具をはじめとした
玩具遊びを体験できる場として
﹁あおもり遊び体験広場﹂を設
置︒新規雇用者五人が﹁遊び体
験指導員﹂として︑交代で利用
者の遊びをサポートしている︒
﹁広場﹂は商店街の空き店舗に
図２ 重点分野雇用創造事業の創設
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図３ 地域雇用創造推進事業（パッケージ事業）
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が都道府県に交付金を交付し︑基金を
造成︒この基金を活用して︑離職を余
儀なくされた非正規労働者や中高年齢
者などの失業者に対して︑次の雇用ま
で短期の雇用︑就業機会の創出・提供
な ど を 行 う と い う も の だ︵ 図 ２︶︒ 二
○○九年度の第二次補正予算で創設さ
れたもので︑現時点では二○一○年度
末までを対象期間としている︒一部の
都道府県では︑この三月から具体的に

ᇹɤᎍۀՃ˟

ҽဃіႾ

イ︑教育・研修などの事業を県内五カ
所で行っている︒基金事業終了後も雇
用が継続され︑定住人口の増加や農村
地域の活性化の一助になることが期待
されており︑地元の人びとも頑張って
いるところだ︒
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重点分野雇用創造事業
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次に﹁重点分野雇用創造事業﹂につ
いて紹介する︒この事業は厚生労働省
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設置され︑利用料金は人数に限らず一
組ごとに一回一○○円に設定するなど︑
誰もが利用できるよう工夫されている︒
四つ目の事例は岐阜県の﹁田舎暮ら
し ビ ジ ネ ス 創 出 支 援 モ デ ル 事 業 ﹂︒ こ
れは一言で言うならば﹁都市と農村の
交流事業﹂だ︒﹁田舎で遊ぶ﹂﹁田舎で
学ぶ﹂﹁田舎で貢献する﹂﹁ぎふを耕す﹂
﹁田舎で暮らす﹂をキーワードにグリ
ーン・ツーリズムやワーキングホリデ
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特集―地域に貢献する活動分野での雇用創出
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雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地域貢献活動分野を地域の活性化に
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において
地域貢献活動分野を地域の活性化に
資する新たな雇用の場として開拓するため、対象法人における雇用管理体制等の整備及
び労働者の雇入れ・定着を支援するとともに、被支援法人による労働者の雇入れに対する
助成を行う （平成21～22年度のモデル事業）
助成を行う。（平成21～22年度のモデル事業）
① 地域貢献活動体制整備事業
→ 地域貢献活動分野で活動する法人等に対し、雇
用管理体制等の経営体制を整備するための相
談・研修等の支援を実施

地域貢献分野で
活動する法人等

厚生労働省

地域雇用創
造推進事業
次に紹介する
のが﹁地域雇用
創造推進事業
︵パッケージ事
業︶﹂だ︵図３︶︒
これは雇用機会
が不足している
地域において︑
自発的な雇用創
造の取り組みを
支援するという
もので︑都道府
県労働局から市
町村︑商工会議
所などで構成さ
れる﹁地域雇用
創造協議会﹂が
委託を受けて︑
人材育成のセミ
ナーや研修を実
施することで雇
用に結びつける︒
パッケージ事

委 託

中間支援組織

雇入れ助成金の支給

② 地域貢献活動雇用拡大助成金
→ 地域貢献活動体制整備事業を利用して経営体制を
地域貢献活動体制整備事業を利用し 経営体制を

整備し、継続して雇用する労働者を雇い入れた、対象
法人等に対して雇入れ助成金を支給

業を実施した京都府南部の和束︵わづ
か︶町では︑人材育成メニューで育っ
た人が抹茶スイーツの粉末飲料を開発
してカフェで販売したり︑さらにはネ
ットショップを開設・販売するなどの
実績を上げている︒雇用面でも二年間
で五五人が見込まれている︒ＮＰＯ法
人﹁わづか有機栽培茶業研究会﹂がこ
の協議会に参加して︑持てる人脈やノ
ウハウを提供しているということだ︒

地域貢献活動支援事業
最後に﹁地域貢献活動支援事業﹂を
紹 介 す る︵ 図４︶︒ こ れ は 雇 用 失 業 情
勢の改善の動きが弱い地域で︑地域貢
献活動分野を地域の活性化に資する新
たな雇用の場として開拓するため︑中
間支援法人を通じて雇用管理体制の整
備や労働者の雇い入れ・定着などを支
援するものだ︒具体的には全国二一都
道府県の中から選定された九つの中間
支援法人が︑各地域のＮＰＯ法人など
にアンケート調査を実施し︑支援を行
うことで新規雇用
が見込まれる法人
を選定する︒支援
対象となったＮＰ
Ｏ法人等には︑社
会保険労務士や税
理士などの講師が
就業規則の作成や
社会保険︑雇用保
険の手続き等を指
導するほか︑法人
同士の横のネット
ワークづくりの仲
介や先進的な取り
組みをしている他

の法人の紹介を行っている︒
地域貢献活動支援事業の支援対象法
人の分野別内訳をみると︑医療︑福祉︑
まちづくり︑子どもの健全育成︑環境
保全といった分野で活動する団体が多
いことがわかる︒
最近︑青森のＮＰＯサポートセンタ
ーで話を聞く機会があったのだが︑実
際に活動しているＮＰＯ法人は二割か
ら三割に過ぎず︑活動の継続性の難し
さを感じた︒だが︑各法人には今まで
紹介した事業を活用し︑頑張っていた
だきたいと思っている︒
雇用対策に関しては︑各省庁が事業
を縦割りで考えるのではなく︑雇用と
いう横軸を通して︑幅広く全分野を網
羅して取り組むことで︑地域活性化を
進めていきたいと考えている︒地域や
雇用の活性化に取り組むことで活力を
生み出していく施策は今後︑ＮＰＯ法
人をはじめ︑地域からますます求めら
れるのではないか︒
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○ 対象法人の実態把握
○ 雇入れ支援・定着支援
○ 経営体制整備のための研修 等

観光拠点の要員や未就職卒業者の雇用
用し︑地域の企業に就業するために必
を検討するなどの事業を始めている︒
要な知識・技術をＯＦＦ Ｊ
―Ｔ︑ＯＪ
Ｔで習得させるための研修を行う事業
重点分野雇用創造事業は二つの事業
だ︒
に分かれる︒一つは﹁重点分野雇用創
重点分野雇用創造事業を活用した
出事業﹂で︑ＮＰＯ法人やソーシャル
﹁地域社会雇用﹂分野の事業例として︑
ビジネスが行う地域社会雇用を含め︑
介護︑医療︑農林︑環境・エネルギー︑ 団塊の世代を活用し︑進学目的ではな
く︑理解度の低い子どもを対象とした
観光の六つの重点分野で雇用を創出す
塾を開設するといったことなどが検討
るというものだ︒もう一つは﹁地域人
されており︑各都道府県の担当者が集
材育成事業﹂
︒地域失業者を新たに雇
まる説明会で紹
介している︒

図４ 地域貢献活動支援事業
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日本政策金融公庫総合研究所上席主任研究員

非営利
セクター

企業

※英国内閣府の資料をもとに作成

英国の社会的企業の特徴は政府との
緊密な連携を構築し︑うまくパートナ
ーシップを築きつつ︑公共サービスを
提供していることにある︒ここから日
本の社会的企業へのインプリケーショ
ンが得られるのではないかと考えてい
る︒

社会的

ここで︑英国の社会的企業のイメー
ジを持っていただくため︑事例を紹介
したい︒一つ目はロンドンのサザーク
特 別 区 で 活 動 し て い る Elephant Jobs
という社会的企業だ︒ここは一九七七
年に創業し︑二○人程度で活動してい

社会的企業側から行政に企画
を提案

は四七・五万人がこうした企業で雇用
されている︒これは就業者数の約一・
六％に当たる数字で︑この他に約三○
万人のボランティアが社会的企業の活
動に参加している︒賃金については明
確な統計がないが︑ヒアリング調査の
結果によると︑市場ベースの賃金を支
払っている企業は少ないようだ︒
﹁ 人 の 支 援 ﹂ と﹁ 自 然 環 境 の 保 全 ﹂
に大きく分けて活動内容をみると︑﹁人
の支援﹂を目的に活動しているところ
が全体の七七％︒一方︑﹁自然環境の保
護﹂は五％︒両方行っているところは
一八％だ︒つまり︑大半が﹁人の支援﹂
に関わっていることになる︒では︑具
体的にどんな人を支援しているのかを
見ると︑﹁障害者﹂﹁子ども・若者﹂﹁高齢
者﹂﹁低所得者﹂﹁その他社会的弱者﹂の
順で続くが︑全体的には多様な社会的
弱者を支援していると言えるだろう︒

鈴木 正明

英国ではこういった社会的企業の数
は少なくとも五万五○○○社存在する
と言われている︒一つ一つの企業を見
ると︑規模はそれほど大きくなく︑従
業員数が九人以下のものが約半数を占
めている︒平均値でみても一企業あた
り三一人程度︒中央値では一○人程度
で︑規模の小さいところが大半だ︒た
だ︑企業数はそこそこ多いため︑かな
りの雇用量を生み出しており︑推計で

推計で五○万人弱を雇用

考えられている︒おそらく︑英国に限
民間セクターなど︑多様な主体がこう
らず︑欧米でも同様に考えられている
いった公共ニーズを満たし︑サービス
だろう︒
を提供していくための体制を構築する
ことが求められるようになった︒
社会的企業が発達した背景
背景の二つ目として﹁ニュー・パブ
こういった社会的企業は一九九○年
リック・マネジメントの進展﹂があげ
代の半ば︑もしくは後半ぐらいから注
られる︒これは民間の手法を導入しな
目されるようになった︒その背景の一
がら︑行政の効率を高めていこうとい
つ目として﹁福祉国家の危機﹂があげ
うものだ︒その一つとして︑政府が事
られる︒政府の財政赤字が拡大する中︑ 業のすべてを行うのではなく︑専門性
また︑社会が多様化する中で多様な公
の高い︑より高度なノウハウを持った
共ニーズが求められるようになり︑政
外部に委託することで︑政府の提供す
府だけでは対応できない領域がどんど
るサービスの質を高めていこうという
ん生まれてくる︒そういった状況で︑
考え方が生まれている︒こうした状況
政府だけではなく︑非営利セクターや
が英国で進展する中で︑公共サービス
の担い手として社会的企業が位置づけ
られ︑注目されるようになってきた︒

ビジネス
セクター
公的セクター

﹁社会的企業﹂とは何か
そもそも社会的企業という言葉には
定まった定義がないのが現状だ︒ただ︑
その中で最大公約数的に社会的企業︑
ソーシャルエンタープライズとも呼ば
れるが︑それがどんなものかをおおざ
っぱにまとめると﹁事業活動を通じて︑
社会的課題の解決を目指す企業﹂と言
うことができるのではないか︒ちなみ
に英国内閣府の定義では︑
一つ目は
﹁事
業の主目的が社会的なものであること︒
二つ目は﹁利益は事業の目的︑または
地 域 の た め に 再 投 資 し て い る こ と ﹂︒
三つ目が﹁株主やオーナーの利益を最
大化しようとする動機で活動していな
いこと﹂だ︒また︑この図では︑三つ
の丸があるが︑一つ目が公的セクター︑
二つ目がビジネスセクター︑三つ目が
非営利セクターだ︒英国では︑ビジネ
スセクターと非営利セクターの中間的
な活動をしている団体が社会的企業と
図 社会的企業とは
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英国の社会的企業の活動の現状と
今後の日本への提言

〈報告２〉

特集―地域に貢献する活動分野での雇用創出

る︒収入は日本円に直すと一億円ちょ
っとというところだ︒具体的にどのよ
うな活動をしているかというと︑行政
から事業を受託して︑長期失業者に対
する職業訓練の実施︑ビジネスサポー
トとして地域の中小企業に対する経営
上のアドバイス︑ガイダンスの提供な
どを行っている︒さらには地元の家庭
から不要になった携帯電話をリサイク
ルし︑ドメスティックバイオレンス抑
止用の警察直通電話に改造する︒それ
を無料で地域の住民に配るといった活
動もしている︒この企業の特徴は収入
の大半を委託事業でまかなっているこ
とだ︒ここで注目してもらいたいのは︑
委託事業を受託するにあたり︑まず︑
がこの地域に求められ
Elephant Jobs
ている事業を企画し︑行政に提案する
ことだ︒行政側はその提案を判断した
上 で 入 札 を 行 う︒ こ れ に 対 し︑
やその他の企業が応札
Elephant Jobs
し︑結果的に質や価格を踏まえて落札
者が決定される仕組みとなっている︒
は 三 ○ 年 以 上︑ こ の
Elephant Jobs
地域で活動している団体だ︒だから︑
地域の事業事情をよく知っており︑ま
た︑地域の中にさまざまなネットワー
クを築いている︒こうした地元に関す
る知識やネットワークを活用して︑地
域に合ったサービスを企画する能力を
高 め て い る︒ 行 政 側 は Elephant Jobs
のこうした能力を高く評価し︑企画を
出させた上で︑入札を通じて委託先を
決める活動を行っている︒
たとえば︑長期失業者への職業訓練
の中でＩＴや裁縫技術などの研修プロ
グラムを行っているが︑こうした企画
が出てくるのもサザークがバングラデ

7

ィッシュからの移民が多いことに関係
している︒ヒアリングでは︑バングラ
ディッシュからの移民はわりと手先が
器用で︑数学的な能力に長けた者が多
いとのことである︒だから︑ＩＴや裁
縫などの研修プログラムを行うことに
よって︑地元の長期失業者に対して効
果的な研修を提供できるのではないか
という発想だ︒
もう一つ事例を紹介しよう︒リバプ
とい
ールで活動している FRC Group
う企業は行政から廃品家具の回収を受
託している︒回収した家具を行政から
無料で分けてもらい︑これをリサイク
ルして販売する︒販売先は主に低所得
者向けの住宅を建設している公社だ︒
さらにこの企業は家具を回収してリサ
イクルする中で︑長期失業者に対して
ＯＪＴの機会を提供している︒期間は
一二カ月︒研修期間中は市場相場と同
等の給与を支給する︒二○○六年のプ
ログラムでは受講者二三人を受け入れ︑
そのうち約半分が就職先を確保した︒

強い政府とのパートナーシップ
先ほど二つの事例を紹介したが︑冒
頭に申し上げたとおり︑英国の社会的
企業の特徴の一つとして︑政府との強
い関係をあげることができる︒英国政
府は社会的企業を公共サービス供給の
パートナーと明確に位置づけている︒
具体的には積極的に公共サービスの事
業委託を進めている︒これに対して︑
社会的企業側も事業を積極的に受託し
ようと努力している︒ここに英国流の
政府と社会的企業の強いパートナーシ
ップが築かれているというのが現状だ︒
の事例で紹介したと
Elephant Jobs

おり︑行政は社会的企業の提案を活用
してサービスの質を高めている︒社会
的企業の能力を活かすために行政は委
託事業の受託しやすさの向上に積極的
に取り組んでいる︒
その具体例をあげるならば︑一つ目
は複数年契約の実施だ︒先ほど紹介し
では五年契約でリバプ
た FRC Group
ール市から職業訓練の事業を受託して
いる︒単年度契約ではどうしても先行
きの見通しが立たず︑社会的企業の基
盤が整備されないという観点から︑英
国では積極的に複数年契約で事業を委
託している︒
二つ目はフルコストリカバリーの実
現に向けた取り組みの推進だ︒フルコ
ストリカバリーとは︑委託事業を実施

する上でかかった費用はもちろんのこ
と︑間接的にかかる費用についても保
障する制度︒長期失業者の職業訓練を
行うにしても︑事務所の家賃︑総務や
経理を担当する間接スタッフの人件費
などは直接委託事業にかかるものでな
くても︑企業を維持していくためには
不可欠な費用だ︒英国ではこうしたも
のの一部を委託契約の中できちんと清
算する取り組みが進んでいる︒
三つ目は柔軟な支払条件だ︒日本で
は委託事業を行った場合︑行政からお
金が支払われるまでの間︑受託者が経
費を立て替えなければならない︒こう
いったことが生じないように︑英国で
は柔軟な支払条件を取り入れようとし
ている︒
ただ︑英国では必ずしも社
会的企業を甘やかしているわ
けではなく︑かなり厳格に緊
張感を持ったつき合いをして
いる点も見逃せない︒まず︑
社会的企業を営利企業と同じ
条件で入札に参加させている
点︒民間企業との競争で勝ち
抜けるための力量が必要とさ
れる︒もう一つは実績評価の
徹底︒先ほどの職業訓練の例
でいえば︑複数年契約を締結
しても一定割合以上の長期失
業者が就職できない場合は委
託契約を打ち止めることも委
託契約の中に盛り込まれてい
る︒パートナーシップを築き
つつ︑一方では緊張関係も保
っているのが英国政府のやり
方だ︒
社会的企業を行政サービス
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供給のパートナーと位置づけるととも
に︑その役割を果たせるよう︑広範な
育成策を講じているのも英国政府の特
徴といえる︒具体的には中間支援団体
と協調しつつ︑経営指導や資金調達な
ど広範な支援策を実施している︒

日本の社会的企業への示唆
今まで説明した内容を踏まえて︑日
本への示唆をまとめる︒一点目が地域
貢献活動分野で雇用を創出していくこ

と︒その前提として経営基盤の強化が
必要で︑今後いろいろな議論が出てく
るだろう︒経営基盤を強化していく上
で︑日本においても社会的企業が積極
的に委託事業を受注する︒もしくは行
政が委託事業の仕組みを改善して︑受
注しやすさを高めていくことがこの分
野で雇用を創出していく上で重要な点
なのではないか︒その中で︑政府︑行
政の役割は︑社会的企業の専門性を大
切にするとともに︑過度に介入するこ

となく︑自立性を尊重し︑事業委託を
進めていくことが大事だ︒
二点目が委託事業の受託しやすさを
向上させることだ︒日本でも先進的な
一部の自治体はフルコストリカバリー︑
柔軟な支払条件︑複数年契約を導入し
ているが︑こうした動きがさらに広が
ることが社会的企業の経営基盤を強化
し︑ひいては雇用の創出につながるの
ではないか︒
三点目が経営支援の重要性だ︒社会

的企業は一般的に人材が不足している︒
そうした中で社会的企業を育てていく
ためには︑経営支援の重要性を強調し
ても強調しすぎることはないだろう︒
実際︑英国でも中間支援組織の知恵を
活用しながら︑政府が社会的企業を育
成しているところだ︒日本でも中間支
援組織が徐々に育っているが︑政府の
中間支援組織が知恵を出し合いながら︑
社会的企業を育成していく︒これが日
本でも求められていることではないか︒

ＮＰＯ法人の雇用を取り巻く現状と課題
Ｎ
―ＰＯ支援の立場から

田中 尚輝

こうした状況において︑ＮＰＯは果
たして雇用の受け皿になりうるのか︒
アメリカでは︑常用雇用者の約八％が

ＮＰＯで雇用されている︒日本に当て
動を行っており︑﹁給料がなくとも使命
はめると約五○○万人がＮＰＯで雇用
感と情熱だけで飯を食べていける﹂と
いうような﹁奇人・変人﹂が多かった︒ されることになり︑ぜひそのようにし
しかし︑新しく参画しつつある二○代︑ たいと思っている︒そのためにはどの
ような課題があるのか︒
三○代の人たちはＮＰＯで生活をしな
一つは︑先ほど英国の事例にもあっ
ければ︑活動を継続することができな
たように︑公的なサービスの受託だ︒
い状況になっている︒彼ら自身も﹁し
たとえば︑私は介護保険分野のＮＰＯ
っかり頑張ったら飯を食えるんだ﹂と
法人のまとめ役をしているのだが︑介
いう前提のもとで活動を行っている以
護保険という公的サービスを受託し︑
上︑法人側もこれに対応していかなけ
事業にしていくことができれば雇用の
ればならない︒
場がどんどん広がっていくのではない
ＮＰＯを雇用の受け皿とする
か︒介護保険分野に限らず︑行政の仕
ための課題
事で役人が直接行わなくてもいいもの
はたくさんあり︑そういった仕事をど
んどん一般の労働市場に投げ出してい
く︒﹁ 市 場 化 テ ス ト ﹂ な ど よ り︑ 公 共

ＮＰＯ法人市民福祉団体全国協議会専務理事

味を実感するようになったという状況
だ︒だから︑多くのＮＰＯ法人で労働
問題︑雇用問題を意識するようになっ
たのは約一○年前のことと考えてよい︒
介護保険事業以外では︑いまだ職員
を雇用できる段階にない法人がかなり
ある︒この後︑登場する宮崎文化本舗
は優秀な法人なので︑かなりの雇用を
生み出しているが︑現状ではまだこう
した法人は少ないと言えるだろう︒
私はＮＰＯ法人の中では第一世代の
リーダーにあたり︑そろそろ引退しな
ければならない︒第一世代に代わって︑
第二世代が徐々に育ちつつある︒ここ
でＮＰＯの中で雇用の問題が浮上して
くる︒というのは︑第一世代はボラン
ティア活動や市民活動を機にＮＰＯ活
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ＮＰＯ法人の雇用といっても言葉だ
けが先行しており︑実際にはまだ世間
の関心が薄いのが実態ではないか︒今
日のフォーラムを機にさらなる取り組
みが進むことを期待する︒
今日は中間支援団体の立場から発言
させていただく︒まず︑﹁ＮＰＯ法人に
とって労働とは何か﹂という問題があ
る︒一九九八年一二月一日に﹁特定非
営利活動促進法﹂︵ＮＰＯ法︶が施行さ
れた当時は大半の職員がボランティア
で雇用関係がほとんどなかった︒実は
主要なＮＰＯ法人は介護・福祉系が多
い︒介護保険法が二○○四年から施行
され︑ボランティア団体が法人格を取
得して︑介護保険事業に乗り出すよう
になった︒ここではじめて︑労働の意

〈報告３〉

特集―地域に貢献する活動分野での雇用創出

に一世帯が一人暮らし高齢者というこ
サービスが民間に委託される流れは今
るものはネットワークを構築し︑サー
とになる︒今まで家族が行っていた機
後も進むだろう︒こうした状況でＮＰ
ビスを提供できるかたちにすると︑仕
能を地域社会におけるサービスに置き
Ｏが頑張れる部分は多く︑かなりの労
事の場が大きく広がるのではないかと
換えていく作業を行わなければならず︑ 思っている︒
働力を吸収できる︒
ちなみに介護保険分野では現在︑一
新しいマーケットとして期待できる︒
今日のテーマにそぐわないかもしれ
三○万から一四○万人が働くマーケッ
食事︑移動サービス︑そういう部分を
ないが︑私は労働を企業のいろいろな
トになっており︑政府の予算規模でい
ＮＰＯが担う︒これはものすごく大き
活動の延長としてとらえていいのだろ
うと七兆五○○○億円が投じられてい
なマーケットで︑ＮＰＯが仕事を作り︑ うかという疑問を持っている︒ＮＰＯ
る︒その中で介護系のＮＰＯ法人はど
労働力を集めてサービスを提供できる
もできるだけ民間企業に近い賃金を出
のようなポジションにいるのだろうか︒ 分野がたくさんある︒現在︑二○○○
そうという努力はしている︒とはいえ︑
たとえば︑特別養護老人ホームなどの
以上のＮＰＯ法人が介護保険事業をや
ＮＰＯは単なる企業的集団ではなく︑
施設は法的な規制があり︑参入するこ
っており︑おおざっぱに言うと︑それ
﹁世のため︑人のため﹂に活動するわ
とができない︒つまり︑訪問ヘルパー
ぞれが自らの顧客を持っている状況に
けだから︑収益性の低い部門をやらざ
の派遣やデイサービスにしか進出でき
なっている︒それはすなわち︑マーケ
るをえない︒
ない︒だが︑訪問介護という主要なサ
ットリサーチが自前でできることを意
たとえば︑私たちは白ナンバー車両
ービス分野では︑ＮＰＯは事業所数で
味する︒そこに中間支援団体がいくつ
による福祉移動サービスを行っている︒
いうと六％ものシェアを持っている︒
かのヒントを投げ込んで︑資本力がい
だが︑やればやるほど赤字になるため︑
生協やＪＡも介護保険分野に進出して
介護保険事業で一定程度確保
いるが︑ＮＰＯのシェアの大きさはこ
した金をそちらへまわさざる
れら二つを合わせたくらいの数がある︒
を得ず︑結果として介護保険
参入当初︑ＮＰＯは資本力や大きな後
従事者の人件費に還元されな
ろ盾もなく︑民間企業に勝てるのか心
い︒したがって︑民間企業と
配だったが︑今では介護保険マーケッ
同じ仕事をしていてもＮＰＯ
トの中でそれなりの発言力を保持でき
では賃金は安いということが
るまでに成長した︒介護分野でもここ
起こりうる︒
までシェアを持てたのだから︑他の公
優秀な労働力には高い賃金
共サービスでも当然できるのではない
が支払われる一方で︑劣等な
か︒
労働力には低い賃金しか支払
われない︒これが世の中の常
新しいマーケットの創出
識だが︑それとは別に労働の
場には働く喜びや人間同士の
連帯があるはずで︑単に賃金
計算の話では片付けられない
と思う︒ＮＰＯに興味を持つ
人は実はこういう部分に魅か
れている︒だから︑民間企業
に行けば三○万円受け取れる
人でも二五万円の賃金で別の
公的な資金やサービスの受け皿だけ
ではなく︑新しいサービスをＮＰＯが
生み出し︑マーケットをつくっていく
役割を果たさなければならないと思っ
ている︒たとえば︑いまひとり暮らし
高齢者が四五○万世帯を超えている︒
家族的機能を持たない人が四五○万人
いるということだ︒つまり︑一○世帯
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喜びを見出すこともありうるのではな
いか︒これを政策化するのは難しいか
もしれないが︑そういった問題意識が
ないとＮＰＯなどが力を発揮できる分
野の確立は困難ではないか︒

政府との交渉能力を高めるこ
とが必要

昨年︑政権が代わり︑ＮＰＯ側も変
わったばかりの政権との関係にかなり
温度差がある状況だ︒私はＮＰＯの世
界において古参の立場として︑できる
だけ政府との関係をうまくまとめよう
と努力している︒今後は︑ＮＰＯ側が
政府との交渉能力を高めていく必要が
ある︒それがないと︑先ほど英国の事
例に出てきたフルコストリカバリーな
どの実現は難しい︒
労働の問題にしても︑ＮＰＯが自ら
の水準をどのように高めていくかとい
うことだけではなく︑ＮＰＯを市民セ
クターの中核的な存在として社会的地
位を向上させることとも関係している︒
そうした作業を同時に行わないと雇用
の問題も解決されないだろう︒
最後に一つだけ問題を提起させてい
ただく︒社会福祉法人は介護保険事業
を行っても納税義務がない︒社会福祉
法人は﹁公益﹂法人と言われているが︑
実は親の代につくられたものを息子が
引き継ぐといったかたちで世襲されて
いるところが大半を占めており︑実際
には﹁公益﹂性は薄い︒そうした法人
が納税義務を免れ︑一方でＮＰＯが同
じことを行っていても課税されるとい
う制度は︑意欲的な事業を形成する上
で障害となるのではないか︒
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ＮＰＯ法人が地域でどのような活動
を行い︑雇用を創出しているかについ
てお話させていただく︒
私たちの法人は﹁地域づくり団体﹂
として︑芸術文化のまちづくりを行っ
ている︒だが︑それだけでは事業とし
て成り立たない︒そこで考えた結果︑
﹁ＮＰＯ相互のネットワーク﹂をもう
一つの事業の柱として︑二○○○年に
ＮＰＯ法人﹁宮崎文化本舗﹂を立ち上
げた︒私たちのミッションは明るく楽
しい街を自分たちや市民の力でつくっ
ていくことだ︒
私たちの行っている事業は大きく分
けて三つあり︑一つ目が自主事業だ︒
これは映画の上映など自分たちでもと
もとやりたかったことだ︒二つ目の事
業は事務局代行業務だ︒これは地域の
人たちがボランティアで講演会やコン
サートといった市民活動を行うにあた
り︑彼らの負荷を軽減するため︑電話
応対など事務局の機能を代行するとい
うもの︒三つ目の事業は公的な施設の
管理を代行する﹁指定管理者制度﹂を
活用したものだ︒
具体的な活動としては︑まず自主事
業として︑宮崎で二つの映画館を運営
している︒もともと﹁芸術文化のまち
づくり﹂と称して︑地方ではなかなか

施設のひとつ
﹁自然休養村センター﹂
という温泉は二○○六年度まで年間四
万五○○○人の利用者数だったが︑二
○○○七年度から私たちが運営するよ
うになってからは︑年間一二万人と約
三倍になった︒地域の人同士が連携し︑
いろいろなネットワークを構築しなが
ら施設を運営し︑自分たちも食べてい
けるような事業展開をしている︒
他にはローカルヒーローをプロデュ
ースしたり︑商店街と組んでいろいろ
なお祭りの事務局を行う活動もしてい
る︒こうした社会貢献事業はボランテ

地域とのネットワークを築い
て事業展開

ントを行い収益をあげている︒現在︑
運営・管理している施設は映画館︑霊
園墓地など六つ︒私たち単独で行って
いるわけではなく︑人材派遣会社︑造
園業者︑精神障害者の就労支援を行う
社会福祉法人と共同で運営している︒
こういった施設の運営をしながら︑自
分たちの事業を展開できる場所を確保
している︒指定管理者制度にはいろい
ろと疑問もあるが︑自分たちが行うミ
ッションとマッチしており︑なおかつ
家賃が不要というのは非常にありがた
いことだ︒

石田 達也

人材育成を行っている︒また︑県の使
われていない独身寮を有料で借り受け︑
﹁みやざきＮＰＯハウス﹂︵写真︶とし
て管理・運営し︑市民活動団体に又貸
ししていた︒現在︑ハウスには環境団
体︑国際協力︑子育て支援といった団
体が入っており︑すべての部屋が埋ま
っている状態だ︒
指定管理業務として︑いくつかの温
泉や公園を含む施設の運営を代行して
いる︒施設を利用して自主事業ができ
るので︑そこでレストランを経営した
り︑地元の人たちとの連携によるイベ

ＮＰＯ法人宮崎文化本舗代表理事

見られないヨーロッパやアジアの名作
を宮崎でも見られるような場をつくり
たいと思ったことがきっかけだ︒
しかし︑自主事業だけでは経営が成
り立たないため︑先ほど申し上げたよ
うな事務局代行やこれを深化させたか
たちでＮＰＯへの支援活動も行ってい
る︒さらに民間・自治体からの委託事
業も請け負っている︒
私たちは市民事業の﹁人・もの・情
報﹂をバックアップしている︒普通︑
企業などでは﹁人・もの・金・情報﹂
と言うが︑私たちは金は持っていない︒
だが︑それは後からついてくると信じ
ており︑それ以外の部分について地域
の人々をバックアップしていこうと考
えている︒
映画館の運営と関連し︑フィルムコ
ミッション事業として︑映画のロケの
誘致活動も行っている︒環境分野では︑
宮崎にある照葉樹林という森の保護運
動︑ガイドの育成といったグリーンツ
ーリズムのようなことも行っている︒

県の独身寮をＮＰＯのインキ
ュベーション施設に
さらにはＮＰＯ活動の支援というこ
とで︑先ほど登場した田中先生をはじ
め︑講師の方に何度も来ていただき︑

みやざきＮＰＯハウス

Business Labor Trend 2010.5

10

地域貢献分野で活動する法人の雇用を取
り巻く現状と課題 運
―営者の立場から

〈報告４〉

特集―地域に貢献する活動分野での雇用創出

ィアだが︑地域との関係性を築くこと
で︑後でお金になり︑しっかり儲ける
ことができる︒
映画館を作った翌年︑二○○二年の
収入は八○○○万円で︑そのうち六○
○○万円は映画によるものだった︒だ
が︑少しずつ事務局代行業務などの割
合が増えると収入もどんどん伸びてい
き︑二○○八年で約二億円︒今年は指
定管理者制度による事業も増えたため︑
三億円に届きそうだ︒
私たちＮＰＯは当初三人で活動を開
始した︒二○○六年度までは少しずつ
増えていたが︑二○○七年度からは指
定管理者制度に積極的に参入したこと
もあり︑急速に増え︑二○○八年時点
で三五人︒今現在は五五人のスタッフ
で運営している︒
ＮＰＯ法人における雇用問題として
感じていることをいくつか紹介する︒
私たちは毎年成果を出さなければ事業
を継続することができない︒たとえば︑
指定管理者制度の期間は三年だが︑事
業自体は単年度で契約が行われる︒と
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くに国の事業は三月
頃︑予算が決まり︑
五月から六月に周知
されて︑公募が行わ
れるのは七月以降︒
実際に事業を始める
ことができるのは一
○月だ︒二月には事
業を終えて︑成果を
出さなければならな
い︒こういった状況
でどこまで業務を拡
張し︑雇用を増やす
ことができるのか疑

問に感じている︒

職員の定期昇給が今後の課題
また︑職員の給与を定期的にアップ
するための収入源をいかに確保するか
という問題︒家庭を持ち︑子供を育て
ていくためには金がかかるため︑年齢
とともに上げていきたいと考えている︒
毎年一万円ぐらいずつは上げていきた
いが︑職員も増えており︑今のような
事業展開だと苦しい︒
指定管理者制度の課題についてもふ
れたい︒行政から委託料をもらって施
設の管理を行っているが︑自分たちが
努力して収益を上げたとたん︑﹁収益が
上がったんだから︑来年から委託料を
減らせばいいじゃないか﹂という話が
議員などから出てくる︒逆に収益が減
れば︑自分たちの負担が増えるため︑
非常にリスクが高い︒一例をあげると︑
私たちが管理している温泉施設につい
て︑二年前ガソリン代が高騰した際︑
﹁値上げをしないとやっていけない﹂
ということもあった︒また︑利用者が

増えると光熱費は二倍︑三倍となるが︑
指定管理料は増えないため︑それをど
うやって捻出するかという問題もある︒
行政が行う緊急雇用対策事業の弊害
もある︒私たちもふるさと雇用再生特
別基金事業により︑二○一一年度まで
の期限付きで七人を雇用している︒今
は国から事業費︑人件費などの委託料
が支給されているが︑期限が切れた後
に彼らを食わせていくための次の事業
展開を考える必要があり︑試行錯誤を
重ねているところだ︒
緊急雇用対策事業で雇われた職員と
従来からいる職員の給与格差の問題も
ある︒宮崎は賃金ベースが低いので︑
従来からいるスタッフには月一四︑五
万円を支給しているのに緊急雇用対策
事業で雇われた職員はいきなり二○万
円ももらえる︒今のところは説明して
納得してもらっているが︑問題を感じ
ている︒緊急雇用対策事業にかかわる
この二つの問題を解決するため︑私た
ちでは緊急雇用で雇った職員のチーム
に次の事業展開を考えさせている︒今︑
動いているのは廃校になった小学校を
活用し︑地域の人と協議を繰り返しな
がら︑事業を展開していく取り組みだ︒

さまざまな法人形態での事業
展開を模索
最後に今後の展望についてお話する︒
私は︑ＮＰＯ法人という形態が社会的
企業を展開するのにベストな方法なの
か 疑 問 を 持 っ て い る︒
︒Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 は
あくまで手段の一つであり目的ではな
い︒ＮＰＯで活動してみてそのメリッ
ト︑デメリットは十分に感じている︒
だから︑今後は事業を展開するにあた

って︑ＮＰＯという形態がベストなの
か検証しなければならないと感じてい
る︒
他の法人格との連携も考える必要が
あるかもしれない︒ＮＰＯが収益を上
げることに批判的な意見もある︒だが︑
株式会社や有限会社であれば儲けて当
たり前の世界だ︒では︑ＮＰＯではな
く︑会社をつくったほうがいいのでは
ないか︑あるいは会社と協力しながら
活動したほうがいいのではないかとい
った具合に︑いろいろなかたちを模索
していく必要がある︒
ＮＰＯの世界ではボランティアを使
うことが多いが︑彼らは疲れているの
ではないかと感じることがある︒とく
に宮崎のような小さな地域では︑活動
に関わる人は毎回ほとんど同じだ︒い
ろいろなことをやっているうちに疲れ
てきて︑﹁ああ︑ボランティアはもうえ
えわ﹂と言いだす人もかなりいる︒だ
が︑社会的事業を行うには︑無償でい
ろいろなことをやってくれるマンパワ
ーが必要だ︒そこで彼らのモチベーシ
ョンを高め︑活動に参加しやすい環境
を地域でつくっていく必要があると感
じている︒
後継者の養成も今後の課題だ︒田中
先生が第一世代だとすると︑私たちは
第二︑第三世代にあたる︒私も五○歳
近くになっており︑次の三○代︑四○
代の人たちをどう育てていくか頭を悩
ませている︒初期のＮＰＯはカリスマ
的な人が引っ張ってきたが︑それをち
ゃんと次の世代にバトンタッチする方
法を考えていかなければならない︒
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