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10 ふくしまNPO経営者ゼミ2018報告書

略 歴

南相馬市市民活動サポートセンター事務局長
天野　淳子

南相馬市市民活動サポートセンターにて、南相馬市民の自主的で公益的な市民活動を支援し「市民と行政が協働するまちづくり」を推進するサポート事業を行っています。

　NPO経営者ゼミに参加させていただき「主体性を持つと楽しい」こと「素敵な仲間がで
きた」という大きな成果を2つも頂戴しました。このゼミの楽しむポイントは「主体性」です。
　経営ってなんだろうと漠然とした不安の中、NPO経営者ゼミに参加させていただきま
した。前半はなかなか主体的になれず、楽しむどころか苦しかった。
　経営ゼミが終了してみると「勿体なかったな」と、後悔するばかりです。ほとんど後悔
したことが無く生きてきましたが「やらなかった」後悔を知りました。そんな幼稚な私を、
理解し協力してくれた仲間に出会えたことは「感謝」をするばかりです。
　本音で語らえる仲間ができたこと。仲間になることができたことは、経営を考えるため
の軸のような自信になりました。
　ゼミに参加する中で自主的に行動したことは実になりました、遅々たる歩みですが自

分の中での視点の変化を感
じることができました。
　今までは、雇われているこ
とに視点があり。経営感覚

（視点）は無関係のような気
持ちで孤独でいました。視点
の変化は私の世界観を豊か
にしてくれました。この豊か
さを感じる瞬間のために努力
すること、考えることはとても
楽しい時間です。

団 体 名／南相馬市市民活動サポートセンター
運営体制／役員：12名
 スタッフ：6名(常勤有給：6名）
収入総額／23,085,000円（平成29年度決算より）
収入内訳(100％)／委託 …………………… ０％
 会費 …………………… 0％
 寄付 …………………… 0％
 自主事業 …………… 0.5％
 その他（補助金） ……99.5％

　主体性をもって取り組むこと、仲
間ができたことで、自分の団体でも
生かせる大切なことは「継続性」で
はないかと思います。組織を潰すこ
となく事業を如何に継続させ、しな
やかに成長させることです。組織と
は目的（ビジョン）を共に認識し、成
し遂げるために助け合えることを知り
ました。簡単ではありませんが、自
団体でも仲間を信じ個々が主体的に
取り組む組織を作りたいと思います。
一年間ありがとうございました。

プロフィール

ゼミの成果報告

団体のプロフィール
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略 歴

南相馬市市民活動サポートセンター事務局長
天野　淳子
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略 歴

特定非営利活動法人 ふよう土2100理事長
大澤　康泰

20年間の民間企業勤務を経て、東日本大震災・原発事故を機に平成23年7月特定非営利活動法人ふよう土2100を設立。副理事長を務める。平成29年5月に理事長に就任。現在に至る。

　平成30年度のNPO経営者ゼミの２期生として、1年間通して出席することはできませ
んでしたが、出席した前半のゼミでは、多くの学びを得ることができました。それととも
に新たなネットワークを広げることができました。関係者のみなさまには深く感謝を申し
上げます。
　NPOふよう土2100を設立して、8年。いま自分たちの活動は組織的にも大きな過渡
期を迎えています。助成事業から児童福祉法に基づく通所支援事業を主軸とした法人
運営にシフトし、「人・カネ・モノ」の問題をどう解決していくか。地域で育ったNPOと
していま何をすべきか。日々の活動を通じて、悩み続けていますが、その解決法のヒン
トを得られればという思いで、2期生としてゼミに参加しました。設立当初の想い、ミッ
ションとビジョンを大切にし、時代や社会情勢の変化を見すえ、地域社会の課題解決

のために活動を続けていくこ
とを再確認できました。
　東日本大震災、原発事故
以降、社会構造も大きく変化
しています。その中でも子ど
もたちを取り巻く環境は、子
どもたちの権利などが軽視さ
れ、ネグレクトや虐待に象徴
されるように、表面上の問題
を大人たちが議論するだけ
で、その背景に見えてくる本

団 体 名／特定非営利活動法人 ふよう土2100
運営体制／役員：4名
 スタッフ：12名(常勤有給：12名）
収入総額／39,359,073円（平成29年度決算より）
収入内訳(100％)／委託 …………………… 0％
 会費 …………………… 2％
 寄付 ………………… 11％
 自主事業 …………… 82％
 その他（助成金）……… 4％

質を見過ごしているような気がしてなりませ
ん。我々ができること。普段、日常時から子
どもたちに接していく中で、生じる子どもたち
の変化や悩み、その本質的な問題にスポット
を当て、個別の課題をどのように解決してい
くか。社会問題の隙間を穴埋めしていく、地
道な活動を歩んでいくためにスキル向上を
図っていきたいと思います。

　1年間の活動を通して、参
加したゼミの回数は限られた
ものでしたが、今後もNPO経
営者ゼミで学んだことを団体
内で共有し、地域の中で必
要不可欠なNPOとして、存
続できるよう邁進していきま
す。このような機会をいただ
きまして、本当にありがとうご
ざいます。

プロフィール

ゼミの成果報告

団体のプロフィール

ふくし
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特定非営利活動法人 ふよう土2100理事長
大澤　康泰
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略 歴

特定非営利活動法人
いいざかサポーターズクラブ
理事
金澤　次郎

ボランティアの一環で、日本レクリエーション協会のレクリエーションインストラクターの勉強をしながら、子どもから高齢者の多世代の方々、障がいの有無に関わらず野外、室内のレクリエーションやアウトドアスポーツ活動に関わる。平成27年にこれまでの経験を活かせると思い現在の団体へ。現在は、飯坂町がかつての賑わいを取り戻すための活動に邁進しております。

　今回、経営ゼミに参加は、ふくしまNPOネット
ワークセンターの内山さんから2年前にもお誘い
をいただきました。時間の都合で初年度は、お
断りしたのですが、2年続けて誘っていただけた
ので、1年間と長丁場で全て参加できるか不安
でしたがチャレンジすることにしました。
　私自身、今までに大企業から小規模の会社
及びNPO法人など、いろいろな団体でお世話に
なり、現在の特定非営利活動法人いいざかサ

ポーターズクラブは、3年目に入るところです。
いままでの活動のなかで、NPO法人も補助金、
助成金や委託事業だけに頼らず、きちんと自主
収益を上げて行かないと、法人活動ができなく
なると感じており、当法人においても補助金7
割、委託1割、自主収益２割の収益になってい
ます。3年前よりは、自主収益が1割増えており
ますが、まだまだ補助金や助成金等に頼っておりこれらの事業が終了したり、申請が通
らなくなった時を考えると、法人が描く「歩いて住んで楽しい街づくり」の活動ができな
くなってしまうので、一刻でも早く経営を見直さなければならい状況になっています。そ
こで、今回の経営ゼミにて学べたらと参加しました。
　4月5日の前年度の経営ゼミ3県合同報告会にて、福島県で参加される2期生と初め

団 体 名／特定非営利活動法人 いいざかサポーターズクラブ
運営体制／役員：８名(理事６名、監事２名)
 スタッフ：10名(常勤有給：2名）(その他：8名）
収入総額／13,133,877円（平成29年度決算より）
収入内訳(100％)／委託（助成金）…………79.6％
  会費 …………………… 2.3％
  寄付 …………………… 3.2％
  自主事業 ………………14.0％
  その他 ………………… 0.9％

ての顔合わせとなりました。ふくしま
NPO経営ゼミとしては、5月に入ってか
ら福島市にて第1回目のセミナーにて始
まりました。最初は、参加者の人柄や活
動について、深く知ることから始まり、
徐々に各団体での困っていることや将来
に向けての事業計画などを立てて発表
と、事務局及び講師の方からの課題をこ

なすだけで時間が過ぎておりました。また、参加者も個々の活動が忙しく、なかなか、
時間を合わせることができずにおりましたが、それらも含めて、ふくしま2期生の各団体
において共通したテーマを関わる人（団体内、会員、参加者）をどう巻き込んでいける
かで、経営の基盤強化に繋がるとの認識が、活動の半ば過ぎにやっと纏まり始めまし
た。今年に入ってから他団体視察も決まり、2月、3月にいわき等の県内を始め、米沢、
静岡、広島、熱海温泉街と、バタバタと他団体の視察に伺いました。
　今回のふくしまNPO経営ゼミに参加して経営について感
じたことは、まずは20年後の未来にどのような姿になって
いたいかを明確に提示し、そこから逆算をしながら10年
後、5年後、1年後にどうあるべきかを考えて、今やるべき
ことを団体理事及びスタッフが共通認識でいることにより、
団体運営の正常化に繋がる事を再認識できました。
　当法人において、早急に自主運営での収益を上げられ
る活動に取り組むうえで、20年後の姿を明確に浮かべて、
今何をしなければならないかを導きだし、団体が掲げる目
的に向かって進んで行きたいと思います。

プロフィール

ゼミの成果報告

団体のプロフィール

ふくし
まNPO
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略 歴

特定非営利活動法人
いいざかサポーターズクラブ
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ボランティアの一環で、日本レクリエーション協会のレクリエーションインストラクターの勉強をしながら、子どもから高齢者の多世代の方々、障がいの有無に関わらず野外、室内のレクリエーションやアウトドアスポーツ活動に関わる。平成27年にこれまでの経験を活かせると思い現在の団体へ。現在は、飯坂町がかつての賑わいを取り戻すための活動に邁進しております。

　今回、経営ゼミに参加は、ふくしまNPOネット
ワークセンターの内山さんから2年前にもお誘い
をいただきました。時間の都合で初年度は、お
断りしたのですが、2年続けて誘っていただけた
ので、1年間と長丁場で全て参加できるか不安
でしたがチャレンジすることにしました。
　私自身、今までに大企業から小規模の会社
及びNPO法人など、いろいろな団体でお世話に
なり、現在の特定非営利活動法人いいざかサ

ポーターズクラブは、3年目に入るところです。
いままでの活動のなかで、NPO法人も補助金、
助成金や委託事業だけに頼らず、きちんと自主
収益を上げて行かないと、法人活動ができなく
なると感じており、当法人においても補助金7
割、委託1割、自主収益２割の収益になってい
ます。3年前よりは、自主収益が1割増えており
ますが、まだまだ補助金や助成金等に頼っておりこれらの事業が終了したり、申請が通
らなくなった時を考えると、法人が描く「歩いて住んで楽しい街づくり」の活動ができな
くなってしまうので、一刻でも早く経営を見直さなければならい状況になっています。そ
こで、今回の経営ゼミにて学べたらと参加しました。
　4月5日の前年度の経営ゼミ3県合同報告会にて、福島県で参加される2期生と初め

団 体 名／特定非営利活動法人 いいざかサポーターズクラブ
運営体制／役員：８名(理事６名、監事２名)
 スタッフ：10名(常勤有給：2名）(その他：8名）
収入総額／13,133,877円（平成29年度決算より）
収入内訳(100％)／委託（助成金）…………79.6％
  会費 …………………… 2.3％
  寄付 …………………… 3.2％
  自主事業 ………………14.0％
  その他 ………………… 0.9％

ての顔合わせとなりました。ふくしま
NPO経営ゼミとしては、5月に入ってか
ら福島市にて第1回目のセミナーにて始
まりました。最初は、参加者の人柄や活
動について、深く知ることから始まり、
徐々に各団体での困っていることや将来
に向けての事業計画などを立てて発表
と、事務局及び講師の方からの課題をこ

なすだけで時間が過ぎておりました。また、参加者も個々の活動が忙しく、なかなか、
時間を合わせることができずにおりましたが、それらも含めて、ふくしま2期生の各団体
において共通したテーマを関わる人（団体内、会員、参加者）をどう巻き込んでいける
かで、経営の基盤強化に繋がるとの認識が、活動の半ば過ぎにやっと纏まり始めまし
た。今年に入ってから他団体視察も決まり、2月、3月にいわき等の県内を始め、米沢、
静岡、広島、熱海温泉街と、バタバタと他団体の視察に伺いました。
　今回のふくしまNPO経営ゼミに参加して経営について感
じたことは、まずは20年後の未来にどのような姿になって
いたいかを明確に提示し、そこから逆算をしながら10年
後、5年後、1年後にどうあるべきかを考えて、今やるべき
ことを団体理事及びスタッフが共通認識でいることにより、
団体運営の正常化に繋がる事を再認識できました。
　当法人において、早急に自主運営での収益を上げられ
る活動に取り組むうえで、20年後の姿を明確に浮かべて、
今何をしなければならないかを導きだし、団体が掲げる目
的に向かって進んで行きたいと思います。

プロフィール

ゼミの成果報告

団体のプロフィール

ふくし
まNPO

報告

（2017年度）

自主事業14.0％ その他
0.9％

会費
2.3％

委託
79.6％

寄付3.2％
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略 歴

非営利団体 KAKECOMI
代表
鴻巣　麻里香

1979年生まれ。一橋大学大学社会学研究科中退。精神保健福祉士。ソーシャルワーカーとして主に児童虐待、貧困問題に取り組む。福島県スクールソーシャルワーカー。非営利団体KAKECOMI主催（こども食堂、シェルター運営）。福島大学、武蔵野大学等で非常勤講師を務める。

　自分の内にある「経営者になることの恐れ」を自覚
したこと、そして「（私にとっての）経営の主軸はリー
ダーを育てることである」という気づきが、１年間の
ゼミの成果です。私の事業は、ソーシャルワーカー
として貧困や虐待・家庭内暴力という社会的課題に
取り組みながら、社会制度の隙間に陥ってしまい孤
立した当事者たちの必要性に応えるために、ただ「必
要なこと」を実践し続けた結果形になったものです。
その実践の過程で同志たち（同時に当事者である人

たち）を巻き込み、団体としてのゆるやかな枠が形作られました。ただ、私自身は自分を
「経営者である」と自認したことはなく、アクティビスト（社会活動家）としてのアイデン
ティティを大切にしてきました。それはゼミを
終えた今でも変わりません。私は今までさまざ
まなNPOに関わりましたが、残念ながら失望
することが多々ありました。現場で奮闘しなが
ら社会を変えたいと願い、仲間たちと動き出し
小さな活動が、やがて大きな団体になり、職
員が増え、結果として「団体の維持がミッショ
ンよりも優先する」本末転倒な事態となってい
るNPOの事例が多 あ々るからです。あるいは、
団体経営のために行政から数多くの事業を受

団 体 名／非営利団体 KAKECOMI
運営体制／役員：7名
 スタッフ：10名（非常勤有給：2名、その他8名）
収入総額／1,975，653円（平成29年度決算より）
収入内訳(100％)／委託 …………………… 36％
 会費 …………………… 0％
 寄付 …………………… 40％
 自主事業 ……………… 24％
 その他（助成金） ……… 0％

託するはめになり、結局行政の下請け企業
に成り果てた事例も枚挙にいとまがないか
らです。ソーシャルワーカーとしてそういっ
たNPO・非営利団体と関わりながら私の
中に芽生えたのが、前述の「経営者になる
ことの恐れ」です。ゼミによってその恐れ
を自覚しましたが、しかしながら乗り越える
には至りませんでした。ただし、ミッション
を優先させるために小さな活動を維持する
ことにこだわるのであれば、年々深刻化す
る貧困・こどもの孤立・家庭内暴力といっ

た社会的課題に取り組む使命を果たすた
めにも、同志を増やす必要性があります。
小さな団体単体だけでは深刻化する問題
に太刀打ちできないからです。「NPOにお
ける経営とはただ自団体を上手に運営す
ることではなく、同志となるリーダーを育て
ることなのではないか」という気づきが、ゼ
ミにおけるもうひとつの成果です。それに
よって価値観を同じくするアクティビストた
ちと関係構築し、リーダーに育て、増やす
ための試み（こどもファーストネットワーク
事業）を2019年度の新たな事業計画に組
み込むことができました。

プロフィール

団体のプロフィール

ふくし
まNPO

報告

（2017年度）

ゼミの成果報告

その他（助成金）0％　会費0％

委託
36％

寄付40％

自主事業
24％
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取り組みながら、社会制度の隙間に陥ってしまい孤
立した当事者たちの必要性に応えるために、ただ「必
要なこと」を実践し続けた結果形になったものです。
その実践の過程で同志たち（同時に当事者である人

たち）を巻き込み、団体としてのゆるやかな枠が形作られました。ただ、私自身は自分を
「経営者である」と自認したことはなく、アクティビスト（社会活動家）としてのアイデン
ティティを大切にしてきました。それはゼミを
終えた今でも変わりません。私は今までさまざ
まなNPOに関わりましたが、残念ながら失望
することが多々ありました。現場で奮闘しなが
ら社会を変えたいと願い、仲間たちと動き出し
小さな活動が、やがて大きな団体になり、職
員が増え、結果として「団体の維持がミッショ
ンよりも優先する」本末転倒な事態となってい
るNPOの事例が多 あ々るからです。あるいは、
団体経営のために行政から数多くの事業を受

団 体 名／非営利団体 KAKECOMI
運営体制／役員：7名
 スタッフ：10名（非常勤有給：2名、その他8名）
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に成り果てた事例も枚挙にいとまがないか
らです。ソーシャルワーカーとしてそういっ
たNPO・非営利団体と関わりながら私の
中に芽生えたのが、前述の「経営者になる
ことの恐れ」です。ゼミによってその恐れ
を自覚しましたが、しかしながら乗り越える
には至りませんでした。ただし、ミッション
を優先させるために小さな活動を維持する
ことにこだわるのであれば、年々深刻化す
る貧困・こどもの孤立・家庭内暴力といっ

た社会的課題に取り組む使命を果たすた
めにも、同志を増やす必要性があります。
小さな団体単体だけでは深刻化する問題
に太刀打ちできないからです。「NPOにお
ける経営とはただ自団体を上手に運営す
ることではなく、同志となるリーダーを育て
ることなのではないか」という気づきが、ゼ
ミにおけるもうひとつの成果です。それに
よって価値観を同じくするアクティビストた
ちと関係構築し、リーダーに育て、増やす
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認定NPO法人 キャリア・デザイナーズ統括マネージャー
鈴木　隆将

福島県郡山市で、ひきこもりやニートといった若者の就労支援をしている団体の事業統括、事務局を担当。自身もひきこもり状態から同法人につながり活動に参加した後、同法人の職員として現在に至る。（国家資格）キャリアコンサルタント、行政書士、郡山市民生委員推薦会委員、郡山市「多様な働き方支援事業」主任相談員。

　現在、私は、法人内で統括マネージャーとい
う肩書で、事業統括や事務局を担当しています。
法人は、10年前に今の代表が62歳のときに創
立をし、11年目を迎えることができました。今後
も持続的に法人を経営していくためにはどうすれ
ば良いか、また、NPO経営の理解を深めたい、
そして、様々な人に会って成長したい。これが、
今回の「経営者ゼミ」に参加した動機です。

　今年4月初めのゼミ報告会を最後にゼミの全日程を終えて、それから約2週間後の4
月中旬、「ゼミロス」を若干感じながら、この原稿を書いているわけですが、ゼミを通し
て学んだこと・得たこと・印象に残っていること、改めてたくさん思い浮かんできます。
今回は、そのうちの二つを挙げたいと思います。一つは、ゼミ中に深澤顧問から、「経
営はセンスだ」「日常とは違うaway体験が重要だ」という言葉が何度もありました。「セ
ンスってどうやれば身に着くの？」「私にセンスはあるのだろうか・・・」　ゼミの間、自問
自答の1年間でした。そして、このゼミやフィールドワークはまさにaway体験の連続で
した。同じものを読んでも、見ても、体験しても、ゼミ生それぞれ感じることが同じ点も
あれば異なる点もありました。深澤顧問が「なんでそう思うの？」「あなたの言う「○○」っ
てどういうこと？」など、質問の投げかけ。そして、NPOという共通点はあっても、所属
や立場が異なるゼミ生による、そして時には事務局も参戦しての、活発な感想や意見の
交換。フィールドワークでの様々な出会い。それらにより、新たな視点を得て自分の振
り返りを深めることができたのもひとつのaway体験でした。春夏秋冬1年間の、ゼミで

団 体 名／認定特定非営利活動法人 キャリア・デザイナーズ
運営体制／役員：4名
 スタッフ：7名(常勤有給：6名、その他：1名）
収入総額／20,170,502円（平成29年度決算より）
収入内訳(100％)／助成金・補助金……… 48.3％
 会費 ………………… 8.7％
 寄付 ………………… 10.5％
 自主事業 …………… 31.7％
 その他 ……………… 0.8％

の議論やフィールドワークでの様々な
「away体験」を通じて「経営センス」という
ものが、目には見えなくても自分の奥深く
に少しでも身についていたらとてもうれし
いなと思います。
　2点目。ゼミでは「巻き込み」がテーマと
なりました。市民活動を行っていくのに、

そして、NPOを経営していくのに、市民・
行政・企業・スタッフ・ボランティアからど
のように参加と協力を得ていくのか、すぐに
答えが出るものでもないし、たとえ頭で答え
や理論が分かったとしても実践していくの
はもっと難しい。しかしながら、ゼミを通し
て多くの方々に出会うことができました。そ
して、様々なお話や経験を伺うことができま

した。自分の足りない点は何か考えるきっ
かけになりました。これらはすべて私の宝
物です。これから何かを行う時に、そして
将来、たとえ行き詰まるときがあったとして
も、出会った方々やお話を思い出して、前に
進んでいく勇気と自信をもらったと思いま
す。ありがとうございました。
　最後にこのような機会を与えたくださった
皆様、本当にありがとうございました。

プロフィール

ゼミの成果報告

団体のプロフィール

ふくし
まNPO

報告

（2017年度）

その他0.8％

会費8.7％寄付10.5％

自主事業
31.7％ 助成金・

補助金
48.3％
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月中旬、「ゼミロス」を若干感じながら、この原稿を書いているわけですが、ゼミを通し
て学んだこと・得たこと・印象に残っていること、改めてたくさん思い浮かんできます。
今回は、そのうちの二つを挙げたいと思います。一つは、ゼミ中に深澤顧問から、「経
営はセンスだ」「日常とは違うaway体験が重要だ」という言葉が何度もありました。「セ
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