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NPO キャリアフォーラム東京 2012
2012 年 2 月 18 日(土)、法政大学 市ヶ谷キャンパス ボアソナード・タワー スカイホールにて、昨年に
引き続き、NPO/NGO 就職・転職合同説明会「NPO キャリアフォーラム東京 2012」を開催しました。
当日は、全国各地から NPO での就職・転職を考える熱い想いをもった方々が参加しました。今年は復興
支援に関わる団体も含めて、国際協力や環境、福祉など様々な分野の 23 団体がブースを出展しました。
会場は多くの参加者でにぎわい、大盛況のうちに幕を閉じました。
日
会

時
場

2012 年 2 月 18 日（土） 13:00～17:00
法政大学 市ヶ谷キャンパス ボアソナード・タワー26 階 スカイホール

来場者
主 催
後 援
協 力

356 名
特定非営利活動法人 NPO サポートセンター
法政大学キャリアセンター / 公益財団法人東京しごと財団 / 株式会社パソナ
特定非営利活動法人国際協力 NGO センター / 特定非営利活動法人 NPO 事業サポートセンター/
エコ・リーグ（全国青年環境連盟） / 特定非営利活動法人ユースビジョン / 東京仕事百貨
専用ウェブサイト http://www.npo-sc.org/npocft2012/
Twitter まとめ http://togetter.com/li/260253

NPO/NGO 出展ブース

出展団体数全 23 団体
「国際協力」
「環境」
「福祉」
「NPO 支援分野」などを中心に、求人募集中の 23
団体がブースを出展。ブースでは、団体紹介や採用に関する個別相談を行いま
した。各ブースには次から次へと参加者が座り、NPO スタッフの話に、熱心に
メモをとったり、積極的に質問したりする姿が多く見られました。
◆出展団体◆
公益社団法人 Civic Force
特定非営利活動法人コミュニティ・コーディネーターズ･タンク
一般社団法人 RCF 復興支援チーム
特定非営利活動法人ハビタット・フォー・ヒューマニティー・ジャパン
特定非営利活動法人 NPO birth
認定特定非営利活動法人自然環境復元協会
特定非営利活動法人地球緑化センター
特定非営利活動法人エティック
認定特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本
財団法人横浜 YWCA
特定非営利活動法人ふるさとの会
特定非営利活動法人自立支援センターむく
認定特定非営利活動法人ファミリーハウス
特定非営利活動法人かものはしプロジェクト
認定特定非営利活動法人シャプラニール＝市民による海外協力の会
特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン
特定非営利活動法人 GLOW
特定非営利活動法人ジャパンハート
特定非営利活動法人エーピーエスディ（APSD)
特定非営利活動法人 WE21 ジャパン
認定特定非営利活動法人難民を助ける会
認定特定非営利活動法人シェア＝国際保健協力市民の会
特定非営利活動法人ジェン

出展団体紹介コーナー
中央のステージで、出展団体が活動に関する
プレゼンテーションを行いました。
各団体が、活動内容やどのような人を求めて
いるかについてより理解を深めてもらおうと、
5 分間という短い時間の中で、写真や小物を使
うなどして、工夫を凝らして発表しました。

相談コーナー
NPO での活動・就労経験がある相談員が、就職・求職活動や支援
制度などに関する相談を受けました。
予約制で、参加者 1 人あたり 15 分程度で行い、68 名の参加者が
相談しました。予約が殺到し、フォーラムの終了時間まで途切れ
ることなく、参加者と相談員の熱心なやり取りが続きました。
総合相談
国際協力

麻 雅幸
松尾 沢子

福

林 大介

(特活) 日本子ども NPO センター 理事
(特活) NPO 事業サポートセンター 常務理事

美濃部真光
中村 健太

(特活)地球と未来の環境基金

祉

環
境
復興支援

キャリアコンサルタント
（特活）国際協力 NGO センター（JANIC)
広報・能力強化グループ マネージャー

東京仕事百貨 代表

支援コーナー
支援コーナーでは、NPO に関してほとんど知らないという方も安心して参加できる
コーナーを設置し、多くの人でにぎわいました。クイズに答えるとコーヒーがもら
える「とまり木カフェ」では、参加者同士がコーヒーを飲みながら、交流を深める
姿も見られました。

●とまり木カフェ
参加者同士の情報交換や交流の場として休憩スペースを運営。
●NPO の疑問を解決する講座・NPO はじめの一歩
1 回 15 分で、NPO 初心者向けに、NPO の基礎知識に関する講座を実施。実際に
NPO で働いている職員のインタビュー動画や、NPO 求人情報の集め方のヒント
なども提供。
●就活しながらできる NPO との関わり方紹介
NPO への様々な関わり方や、各出展団体からの情報（インターン・プロボノ募
集、各種サポートへの参加方法、イベント情報など)を紹介。
●NPO キャリアフォーラム放送局 http://www.youtube.com/npokakusanPJ
出展団体紹介やスタッフの現場の声ほか、フォーラムの様子を Ustream で放送。
●@npoQboard NPO キャリアフォーラム質問掲示板
twitter アカウント「@npoQboard」でフォーラムの様子を発信。

メディア掲載
■告知掲載
2 月 13 日
・神奈川新聞社 web サイト『カナロコ』
・ヤフー『YAHOO!ニュース』
（カナロコより転載）
2 月 10 日
・神奈川新聞社『神奈川新聞』

神奈川新聞社『神奈川新聞』（2012/2/10）

■開催報告
2 月 18 日
・NHK『NHK ニュース』
（テレビ放送）

参加者アンケート集計結果
●参加者の男女比
男 性……51％
女 性……46％
未記入……3％

●参加者の年齢比
10 代……3％
20 代……64％
30 代……25％
40 代……3％
50 代……4％
60 代以上……0％
未記入……1％

●参加者の未婚・既婚比
未 婚……81％
既 婚……7％
未記入……12％

●参加者の所属状況
学 生……36％
会社員……20％
自営業……3％
NPO 職員……1％
アルバイト……11％
無 職……20％
その他……3％
未記入……6％

●全体の満足度はいかがでしたか？
とても満足……20％
満 足……70％
やや不満……10％
とても不満……0％

●以前に、NPO/NGO の就職イベントに参加されたことがありますか？
今回が初めてである……95％
他の NPO 関連のイベント
に参加したことがある……5％

●ご来場いただいた目的をお聞かせ下さい。
具体的に就職を希望している……8％
NPO/NGO の就職情報を手に入れるため……29％
将来 NPO/NGO で働くことに興味がある……37％
出展団体の活動に興味があった……10％
企業を含めた就職活動の一環として参加……14％
その他……2％

●参加したプログラム・コーナーを教えて下さい（複数選択）。
NPO/NGO 出展ブース……29％
相談コーナー……15％
出展団体コーナー……15％
NPO/NGO 情報掲示板……7％
NPORT 求人検索コーナー……1％
休憩スペース「とまり木カフェ」……14％
NPO の疑問を解決する講座……10％
就活しながらできる NPO の関わり方紹介……9％

●NPO への就職に関して、希望された情報を得ることはできましたか？
得られた……18％
ある程度得られた……76％
あまり得られなかった……6％
まったく得られなかった……0％

●出展ブースの求人に応募しますか？
は い……29％
いいえ……30％
迷っている……41％

●今後期待する NPO/NGO への就職支援はありますか？
・継続して今回のような活動をして欲しい。
・求人条件が厳しく驚いた。
・新卒でも採用してくれる企業を期待。
・全国規模の開催を希望。
・いろいろな大学に掛け合って欲しい。
・転職希望者への情報開示。
・現場の声が聞きたい。
・半年に一度やって欲しい。
・団体数を増やして欲しい。
・OB/OG 訪問プログラムをやって欲しい。
●その他、ご意見・ご感想などご自由にご記入下さい。
・興味があったので、良い機会になった。
・具体的なイメージがアップした。
・ブースにもっと椅子があったら良かった。
・とまり木カフェの人がいろいろアドバイスしてくれた。
・サポートが充実していた。
・NPO で働くことに否定的な団体があった。
・個別相談の時間が妥当ではなかった。
・Web 上でもフェアを開催して欲しい。
・時間が短かった。
・事前に Web 上で参加団体の紹介をして欲しかった。

