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1．研究の背景 ・目的 ・方法
（1）研究の背景
近年、職に就こうとしても、障がいを有していたり、引きこもり生活であったり、ひとり
親であったりで、様々な理由から就労に至らない社会的に不利な人々が増えている。また、
経済危機や雇用形態の変化により職を失い、自力で再び職に就けない人々もいる。正規でな
い雇用の契約終了や解約により、次の職に就けないまま、会社寮を退出し、短期間にホーム
レス生活に入った人々も多く現れた。特に弱い立場にある人々は、一度職を失うと、再び職
に就くシステムは不十分である。
このような就労困難な人々のために、
就労支援をめぐる取り組みは、
各分野の援助者によっ
て様々な方法が実施されてきた。その支援の過程では、既存の就労資源の模索ばかりではな
く、就労困難な人々のために新たに社会的企業を興そうとする取り組みが、世界的に広がっ
て来た。この社会的企業は、労働市場において不利な立場にある人々のために、営利目的よ
りは就労機会の創出のために起こされる企業である。
何らかの理由により社会的不利を負い、
そのために、
就労が困難な状況に置かれる者に対して労働の機会を産み出す。時に援助者は、
就労が困難な人々と共に働き、労働を通じて社会的包摂を達成することを目的とする。不利
な立場にある人々とは、各国の制度・法により範囲や規定が異なる。各国とも援助の第一に
挙げられているのが障がい者であり、さらに高齢者、ひとり親、ホームレス、低所得者ある
いは生活保護受給者、DV 被害者、引きこもりを含む就労機会に恵まれない若者などが、国
により利用者に含まれる。いずれの利用者に対しても、社会的企業は福祉的目的を持って起
業されている。さらに筆者は、自然災害の被害者、特に 2011 年の東日本震災で失業した、
多数の被災者たちも援助が必要な利用者に含まれると考える。
社会的企業に関する先行研究は、次のようなものを検討した。
松本典子（2007）は商学の立場から、社会的企業を研究し、
『市民事業組織と非営利組織
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論の再検討―組織目的と組織価値を基盤とする理論構築に向けて－』に WISE（統合労働型
社会的企業）を論じた。
生活保障のための福祉政を検討した宮本（2009）は、
就労に困難のある人々の問題可決に、
「『生き難さ』に取り組む社会的企業」の役割を論じた。
社会経済（ソーシャル・エコノミー）の立場から、米澤（2010）は障がい者とともに働く
「差別とたたかう共同体連合」
（以下共同連）共同連の作業所を調査した。米澤は共同連の作
業所に、この活動とイギリスとの類似を見だし、共同連を日本の社会的企業とした。
社会起業学科のある関西学院大学の教員達によって、入門書として「社会起業入門－社会
を変えるという仕事－」
（2012）が出版された。この中で山本（2012：61）は「社会的企業
の最も重要な要素の一つはソーシャル・イノベーションの開発である。
」とした。
寺島彰（2009）
「わが国におけるソーシャル・ファーム発展の可能性に関する考察」で、
特別子会社のソーシャル・ファーム発展の可能性を見出した。
原田（2012）はワーカーズ・コレクティヴと労協を調査し、これらの団体の現行の活動の
中から日本の社会的企業の可能性を考察した。
それぞれについて、以下の論述で取りあげるが、社会的企業の研究は、今後はさらに学際
的に広がり活発になるであろう。
（2）研究の目的
現在のわが国にも、経済産業省や地方自治体などにより社会的企業、ソーシャル・ビジネ
ス、コミュニティ・ビジネスと称される企業は、多数存在する。さらに社会的企業の増加と
隆盛を目的に、社会的起業家の育成事業が各公的機関や各自治体で取り組まれている。社会
的企業に対する表彰や、市民向け PR も盛んになってきている。さらに社会的企業の商品を、
公共の場で販売の取り扱いや、優先購入なども行われている。しかしこれらの社会的企業の
目的や運営内容は様々で、統一した形態はみられない。また社会的企業の定義も確立しない
まま、名称が先行して使われてきた。
社会的企業の定義づけ、運営の安定、企業の増加のためには、まず制度づくりと法制化が
重要である。しかし、わが国で社会的企業についての法制化は、まだ出発点に立ち始めてい
る時点にある。
すでに法制化されている国でも、
各国により社会的企業の内容と現状は異なっ
ている。わが国で社会的企業に関連すると思われる法では、社会福祉法、NPO 法とも呼ば
れる特定非営利活動促進法、社会的企業ではないが就労支援事業を定めた障害者自立支援法
や、事業ごとに個別の協同組合法（特別法）
、2012 年より始まった東日本震災被災地域の復
興支援型地域社会雇用創造事業などがある。
社会的企業の法制化で考慮するべき点は、多数ある。その中から筆者は、特に社会的企業
の利用者の範囲と、社会的企業の目的としてコミュニティへの貢献の二点に注目した。
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最近のわが国では、就労支援を行う現場の団体から、社会的企業に関する法の制定を求め
る要望が続いている。共同連を中心とする６団体は、
2012 年に「社会的事業所促進法案大綱」
を提案した。またワーカーズ・コレクティヴ他の市民会議は「協同労働の協同組合」につい
て意見集約中である。これの法案には、イタリアと韓国の法制への調査の成果がみられる。
わが国の社会的企業の発展には、各国の状況を検討し学ぶことが、非常に重要である。各国
状況を踏まえ、わが国における社会的企業の法制化への過程で、利用者の範囲と、社会的企
業の目的としてコミュニティへの貢献を考察する。
（３）研究の方法
社会的企業に関する先行研究は大きく二つに分かれており、社会的企業そのものに関する
ものと、社会的起業家に関するものである。後者の社会的起業家には様々な人々があり、そ
れぞれにより企業目的も異なり、分野ごとの詳細な分析が必要である。本論文では、社会的
起業家についての検討は、別稿として取り上げない。したがって、今回は社会的企業の目的
や活動を、社会的起業家の想いよりは、企業活動に注目する。
さらに筆者は、法の概念として社会的企業の利用者を、社会的に不利な人々とした。そし
て、これに近い概念であるバルネラブルな人々や社会的排除される人々をも含めて、大きな
法の概念と捉えられるか検討をおこなった。
次に、イタリア、イギリス、韓国の社会的企業の現行法・制度を比較検討する。わが国で
直接に社会的企業に関する法では現在はないが、関連する現行法・制度を整理する。その後、
日本と韓国の社会的企業への訪問での聞き取りにより、利用者の規定やコミュニティへの貢
献やその他について検討していく。
社会福祉分野における社会的企業の先行研究はまだ多くはなく、そのため学際的に広げ周
辺分野にまで研究を広げた。それぞれの分野での専門的研究・検討がされているが、筆者は
上記の目的に注目した。これまでの文献・インターネット・研究会・講演会など、広く社会
的企業の情報収集と状況調査を行った。

2．法概念としての「社会的に不利な人々」
社会的企業に、筆者が出会うのは、障がい者の就労支援の研究からであった。障がい者の
社会生活においては、ノーマライゼーションの実現のためにも、就労機会が求められる。現
行の障害者自立支援法の就労支援の問題点を検討するうちに、
既存の就労支援だけではなく、
社会的企業の必要性を認識した。しかし、法制化を考察すると、障がい者のための社会的企
業と限定することは、利用者を狭めて他の人々を排除し、社会との関係では利用に隙間が生
じる。
後述するイタリアでは、1991 年の社会的協同組合法の法制化に当たり、
「社会的に不利な
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人々」の法概念が生み出された。20 年間に渡る社会運動の結果、障がい者だけでなく、法
制度の隙間で排除にあう人たちへの社会的包摂を目的としたためである。社会的協同組合の
利用者は障がい者の他に、ホームレス・アルコール依存者・薬物依存者・シングルマザー・
移住者などであり、共に援助者も労働に参加していく。また韓国の社会的育成法では、金融
危機による失業増が法制化の端緒であるが、就労機会に恵まれない弱者である人々を、脆弱
層として広く制定した。
このような社会的に不利な人々とは、社会生活において就労機会が引き算された状況にあ
るであろう。それぞれの人の立ち位置により、引き算の状況は異なるが、社会的インフラが
不足しており、社会に改善の足がかり、が整備されていない。社会生活を営むには、就労機
会創出の足し算が必要な状況にある。
社会的に不利な人々の言葉に近く、最近使われる概念として、バルネラブルな人々の概念
がある。試しに社会的に不利な人々をパソコンの翻訳機の変換にかけると、Vulnerable
People と訳された。しかわが国では、実際にはもう少し限定された意味で用いられること
が多く、社会的に不利な人々＝バルネラブルな人々とは用いられない。秋元によると近年で
は、「その弱さゆえに不利益や虐待を受け、その権利の擁護や社会的な保護を必要としてい
る人びとのことを指して、
バルネラブルな人びとと称する。
」
（2011：55）そして「新たな『保
護』的対応のあり方が問われている」と位置付ける。この位置づけによりに、社会的に不利
な人々＞バルネラブルな人々として、両者の範囲に渡り社会的企業を検討する。
さらに社会的に不利な人々とは、あるいは社会的包摂が必要な人々でもある。社会的包摂
に対する社会的排除とは、ある人が、その帰属する社会の主要な社会活動や社会参加を拒ま
れている状態のことである。社会的包摂においては「つながり」が重要とされ、これに対応
する法の目的は、誰も排除しない社会の実現である。すなわち、社会的に不利な人々＞社会
的排除される人々と思われる。イギリスにおいては、
社会的企業は
「社会的に排除された人々
が社会参加する貴重な機会を提供する」と定めた。わが国では、社会的包摂が必要な人々と
称されてきたが、海外では社会的包摂を強調することが、例えば外国人の排除などを生じた
という。そのため、
社会的に排除された人々と現した。法概念としての、
社会的に不利な人々
の中に、バルネラブルな人びとと社会的排除された人々を含めて、バルネラブルな人々＜社
会的に不利な人々＞社会的排除された人々として、法制度の研究の中に捉える。

3．イタリア、イギリス、韓国の社会的企業
社会的企業は、
ヨーロッパとアメリカで大きく異なる。アメリカでは NPO の役割が大きく、
営利目的を拒むものも商業目的を有するものも共存する。仮にホームレスのための住居支援
の NPO であっても、
幹部は高額な収入を得ていたりもする。それに比べて、
ヨーロッパでは、
非営利・福祉目的が明確である。このため、社会的企業への保護的な政策が設けられて来た。
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社会的企業に関する法制化はまずイタリアで始まり、ギリシア（1999）
、ドイツ（2000）、リ
トアニア（2004）
、フィンランド（2000）
、ポーランド（2006）と広がった。取り組みは異な
るが、先駆的な取り組みを行うイタリア、イギリス、韓国では、社会的に不利な人々に関し
て法制化されている。この各国を内閣府委託調査（2011）による、
「社会的企業についての
法人制度及び支援のあり方関する海外現地調査報告書」を参照し以下にまとめた。
（１）イタリアの社会的企業
2011 年の日本で、
トレントでの病院退院後の社会的企業の実話を描いた、
イタリア映画「人
生ここにあり」が封切られた。この映画では、実話を元に病院から地域に出て、木工などで
働き始める患者たちと病院職員の取り組みが描かれていた。最後は新たに退院した人々を、
仲間に迎え入れる印象的な場面で終わる。
イタリアの社会的企業については、田中による沢山の報告がある。
（2009）ヨーロッパの
社会的企業は、イタリアに始まるといえる。1970 年代に精神障がい者の退院促進が進み、
2000 年にはバザーリア法により全土で精神病院が全廃される。この中心となったトリエス
テでは、退院し地域に出たおよそ 500 人の精神障害者の生活支援として、閉鎖後の元病院ス
タッフと協働での就労活動が始まる。病院跡地に作業場を設営し、
自ら雇用の場を作り、ソー
シャル・コーポラティブ（社会的協同組合）が展開された。元々、労働組合、協同組合が盛
んな国であるが、協同組合が公的な役割を担うべく、1991 年に社会的協同組合法が制定さ
れた。この社会的協同組合にはＡ型とＢ型があり、Ａ型が社会福祉サービス提供、Ｂ型が障
がい者と支援者が共に働く労働統合型社会的企業に分けられた。B 型では障がい者と支援者
が、共に出資者で経営者であり、従事者でもある。起業運営にも等しく一人一票を持ち、給
与も福利も同等であることをめざす。
1991 年の社会的協同組合法の法制化に当たり、
「社会的に不利な立場の人々」の法概念が
生み出された。長い社会運動の結果、障がい者だけでなく、法制度のすき間で排除にあう人
たちへの社会的包摂を法の目的とした。社会的協同組合の利用者には障がい者の他に、ホー
ムレス・アルコール依存者・薬物依存者・シングルマザー・移民・移動労働者・少年犯・亡
命者・社会への適応に困難を抱える人々と、利用者を横断的に網羅する法制が実現した。
イタリアでは経済の停滞する中で、社会的企業は増加し、企業数はヨーロッパで一番多数
である。NPO 人材開発機構の調査（2011：147）によると調査当時、ヨーロッパ全体で
3800 社、イタリアだけで 2640 社がある。このように、イタリアの取り組みは、ヨーロッパ
全土に広がっていった。
（２）イギリスの社会的企業
イギリスからは、多くの実践者・研究者が日本に訪れ、イギリスの社会的企業を紹介して
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きた。特に関西学院大学を中心とする関西起業塾が、
多くの社会的企業関係者を招いてきて、
その展開を知ることができた。中島によると、2002 年にイギリスで制定された「社会的企
業

成功のための戦略」は、社会的企業は「社会的に排除された人々が社会参加する貴重な

機会を提供する」
（2005：23）と定義づけた。さらにこの法は社会的企業が、
地域コミュニティ
の利益に貢献することを求め、地域への再投資を求めている。イギリスの社会的企業も多様
な形態を持ち、信用組合、ソーシャル・ファーム、慈善団体などである。代表的企業形態は、
2005 年に法制化された CIC（Community Interest Company）制度である。これは活動に目
的にコミュニュティへの利益を明記し、ブレア政権下での第三の道を探る流れの中で、ワー
ク・フェアの理念に沿い、企業でも行政でもないサード・セクターによる就労支援が始まっ
た。すでにある NPO を、認証する活動でもあり、NPO 活動の自由を中央政府が拘束する
という意見もある。社会的企業の拡大を求めて、調整者により社会的企業の認証を行う。
またイギリスにおいてソーシャル・ファームとは、主に障がい者のための社会的企業で、
従業員の 25％以上が、社会的不利益を受けている人々であることが義務づけられている。
中間組織のソーシャル・ファーム UK が、ソーシャル・ファームの認定や訪問指導を行って
おり、この活動はホームページで確認できる。これによると、扱われる産業はニッチ（隙間）
産業が多く、季節的な就労もある。このため、利用者にソーシャル・ファーム UK が他のソー
シャル・ファームを紹介して、就労を繋いだりして支援を行っている。
（３）韓国の社会的企業
韓国からは、社会的企業実現を志向する団体の要請により、近年社会的企業家、研究者の
来日が続いていて、韓国の現状を知ることが出来る。
韓国では、2007 年に社会的起業育成法が制定された。当時韓国では、IMF 金融危機以後
の失業率の増加、格差拡大、離婚増加などの厳しい状況にあった。法制化には、雇用の確保
があった。法に基づき、韓国では、国による社会的企業の認証を行っている。利用者を脆弱
層と規定し、低所得者、高齢者、障がい者、性売買被害者、DV 被害者、シングルマザーな
ど多様な社会的目的を持つ。支援方法も、事業の立ち上げ資金の援助、経営コンサルティン
グ、財政支援、法人税の減免、地域の地方自治体による社会的企業製品の優先購買などがあ
り、非常に手厚い。制定時の法では年ごとに財政支援が少なくなり、４年後の自立を目指す
が、現状では困難な時もあり改正も行われた。2012 年４月現在、644 社が認証され、1500
の予備的社会起業がある。韓国の社会的企業から、学ぶことは多い。
（４）三国の比較
米澤によると、
「三カ国の社会的企業の法規定を見ると、社会性、事業性、公共性のバラ
ンスが図られていることが分かる。
」
（2012：51）米澤の作成した比較表を、中央政府の支援

─ 224 ─

社会的に不利な人々のための社会的企業

や優遇税制まで、記している。本論文での確認項目を主に、簡略化すると以下のとおりであ
る。
表１

三国の社会的企業の比較

イタリア

イギリス

韓国

成立年度

1991

2005

2007

名称

ソーシャル・コーポラテ
ィブ（社会的協同組合）

CIC（Community
Interest Company）
ソーシャル・ファーム、
他

認証社会的企業、
予備的社会的企業

法人格

社会的協同組合法人

就労支援の対象

社会的に不利な人々

規定なし

脆弱層

国から立ち上げ
資金補助

無し

無し

有り

税制優遇

有り

ＣＩＣは無し、
チャリティには有り

有り

コミュニティへ
との関係

A型：社会福祉サービス
B型：ワーク・インテグレ
ーション

コミュニティへの利益

社会福祉サービスとワ
ーク・インテグレーショ
ン
コミュニティへの利益

※

認証制度
（一部法人もあり）

認証制度
（一部法人もあり）

米澤（2012．
「日本発、社会的企業」）の作成した表を改定

ここから抽出される特徴を整理すると、利用者としての「社会的に不利な人々」
、社会的企
業の認証制度、
「コミュニティへの利益」が認められる。また三国の目指す社会的企業は、
就労が困難な状態に置かれる者が、自らの労働を通じて社会参加を果たすことにより、職業
的生活の豊かさを実感するとともに社会の構成員として社会に貢献する機会を確保し、他者
と等しく共生する社会の実現に寄与することを理念としている。

4．わが国の就労支援に関わる関連法
（1）社会福祉に関連する法
社会福祉には様々な事業体があり、法に基づき活動を行ってきた。社会福祉法第 24 条に
社会福祉法人に関する規定がある。措置制度により、社会福祉法人は長くその活動を安定し
て継続した。地域への活動や、利用者の就労支援も行っていて、社会的企業の設立を目指す
法人もある。社会福祉事業は、第１種が主として施設サービスで第２種が主として在宅サー
ビスである。共に都道府県等への届出が必要であるが、第１種は行政及び社会福祉法人が主
な経営主体であり都道府県等の許可が必要である。
第２種は経営主体についての制限がなく、
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届出のみで事業経営が可能となる。経営主体に制限はなく、活動は自由である。この制度の
中から、社会的企業の立ち上がる余地がある。
また特定非営利活動促進いわゆる NPO 法は、社会福祉法以上に社会的企業の設立の機会
が生まれる。この法制定では、活動団体の範囲が広く取られ、ほぼ活動制限はない。しかし、
ホームレスの宿舎を提供し、生活保護受給を進める団体が、日本中に多発している。実態は
不明な部分が多く、解明が待たれる。
（２）協同組合から社会的企業への展開
国連総会は、2012 年を「国際協同組合年」とする国連総会宣言を行った。その宣言の冒
頭で、「協同組合」は、
「その様々な形態において、女性、若者、高齢者、障害者および先住
民族を含むあらゆる人々の経済社会開発への最大限の参加を促し、経済社会開発の主たる要
素となりつつあり、貧困の根絶に寄与するものであることを認識する」と、宣言した。
わが国には、事業ごとに個別に協同組合法が存在する。市民会議はこの個別にある協同組
合法を統一し法の一本化を目指してもいて、協同組合の活動の拡大を目指す。これもイタリ
ア、韓国に学んだ社会的企業を目指した法制化の要望である。ワーカーズ・コレクティヴを
始めとする市民会議は、
「協同労働の協同組合法」の法制化を求めて、2012 年に国会での意
見表明を行った。その目的は、
「この法律は、共同出資・共同経営で働くものたちの組織に
対し法律上の能力を与えること等により、働く意思のある者らが人たるに値する生活と働き
方を求め就労の場を自発的に創出する活動を推進し、併せてこれらの者による地域社会の発
展に貢献する活動を促進し、もって働く意欲を持つだれもがその能力を生かせる社会の実現
に資することを目的とすること。
」
（協同労働の協同組合法案第４項）である。2012 年に開
催された協同組合世界大会では、
「協同労働の協同組合法」の提唱が掲げられた。しかし、
11 月の突然の衆議院解散により、法案は成立には至らなかった。
原田（2012）は、
「社会的企業（WISE）は３つの社会的目的の要素を兼ね備えた存在」
として、３つの社会的目的として、
「生産する財・サ－ビスの付加価値」
「労働包摂」
「生活
を支える労働」とする。調査結果から、ワーカーズ・コレクティヴと労働者協同組合は、
「生
活を支える労働（食べられる賃金）
」が犠牲になっているとまとめた。しかしこれらの団体
には、「就労困難者の社会統合のための社会政策上の担い手としての可能性」があると考察
した。わが国の協同組合に、社会的企業との近似性をみいだし、協同組合から日本型の社会
的企業が実現できるとする見解である。だが現行の協同組合では、社会的に不利な人々への
就労支援は、明確ではない。提案された新法が成立し、協同組合に法人としての認定が行わ
れると、社会的企業への転換点となる可能性を持っている。
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5．わが国の社会的に不利な人々への就労支援を行う社会的企業への個別法
筆者も、障がい者への就労支援研究から、社会的企業の利用者も障がい者に限定せず、社
会的に不利な立場の人々とすることが重要と捉えた。しかしながらわが国の現行の法制度で
は、職を求める利用者ごとに分断され、横断的で包括的な制度はない。従って、利用者別に
以下に制度・法律を検討した。さらに筆者自身の福祉事務所勤務を通じての、各法に対する
筆者の見解を取り入れた。
（１）障がい者のための社会的企業
わが国の地域における障がい者支援では、就労の実現のために支援者達の取り組みが続い
ている。現在の日本の障がい者支援の基本法は、2003 年より開始された障害者自立支援法
であるが、この法は制定時より否定的な意見も多くあった。三障がいを統一したが、障害者
手帳と障害認定との齟齬や、サービス支給量の制限など、課題も多い。筆者も福祉事務所勤
務で制度的な使いにくさに振り回された。特に利用料を巡って全国で訴訟が多発し、裁判所
の和解勧告を受けて、当時の厚生労働大臣が全廃を表明、障がい者総合福祉法への改正が予
定されている。一方でこの障害者自立支援法については肯定的な意見もあり、第 6 条におい
て初めて障がい者の就労支援について定めたことが評価されている。通常の事業所に雇用さ
れることが困難な障害者に対し、就労継続支援 A 型、B 型、就労移行支援事業を制定した。
しかし、企業への就労移行につての具体的な支援は、自立支援法では、内容が不十分で支援
方法が定められていない。現場からは自立支援法以前に存在した授産施設、福祉工場の就労
継続支援への変更を評価せず、障害者支援費の時の方が良かったという意見もある。
自立支援法に前後して改正された障害者雇用促進法では、障害者自立支援法に先立ち、子
会社の障がい者雇用率を親会社が合算できるとする特例子会社の認定について定めた。この
特例子会社に社会的企業に近いので、ソーシャル・ファームの発展の可能性があるとする、
寺島彰（2009）の意見もある。イギリスでは、特に障がい者や社会的弱者のための社会的企
業を、ソーシャル・ファームと呼び、ソーシャル・ファーム UK が認証を行っている。しか
し、特例子会社の中には、障害者雇用率優先で、福祉的目的は曖昧な会社も少なくない。
障がい者総合福祉法の検討会である障がい者制度改革推進会議
（総合福祉部会長佐藤久夫）
は、2011 年に一定の終結に至り、2011 年 9 月に新法への骨格提言を発表した。この骨格提
言の基本理念は「社会参加の機会の確保」
「どこでだれと生活するかの選択の機会の確保」
「社
会的障害の除去」など社会的モデルに基づく重要な理念を明記し、これにより「地域生活の
権利を保障」するとした。就労支援に関しては、全体の支援の仕組みを変えるため試行事業
（パイロットスタディ）に取り組み、まず障害者就労センター、デイアクティビティセンター
の設立などを求めた。しかし、将来に向けての試行事業からの模索的な提案のためか、厚労
省案では骨格提言に対する受け入れは少ない。2012 年３月の障害者自立支援法改正は、障
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害者自立支援法の一部手直し程度である。利用対象を特定症患に対しても拡大するなどの改
定があるが、骨格提言で求めた社会モデルよりは、医療モデルの展開の色彩が強く見られる。
今のところ、地域における障がい者就労支援の法制化は、まだ不明で今後が見極められない。
このような中で、2012 年５月共同連、ホームレス支援全国ネットワーク、ジャパンマック、
日本ダルク、ワーカーズコレクティブ

ネットワーク

ジャパン、日本労働者協同組合連合

会の活動分野の異なる団体が共同して、社会的事業所促進法案大綱を提案した。この社会的
事業所は、「社会的不利を何らかの理由により負わされ、そのため、就労が困難な状況に置
かれる者」に対して働の機会を与え、就労が困難でない者と共に働き、かつ、対等に事業を
運営することができるようにし、もって労働を通じた社会的包摂を達成することを目的とす
る。「就労が困難な状態に置かれる者」とは、
「障害者、難病者、ひきこもり、ニート、アル
コール又は薬物その他の依存症者、刑余者、シングルマザー、ホームレスの人、性暴力被害
者、外国人移住者及び生活保護受給者等」のために設立される。名称は社会的事業所である
が、イタリアの社会的協同組合 B 型、韓国の社会的企業に学びつつ、社会的企業の立法要
求であると、共同連は述べている。
社会経済（ソーシャル・エコノミー）の立場から、米澤は障がい者とともに働く「差別と
たたかう共同体連合」
（以下共同連）の作業所を調査した。そして、イギリスの労働統合型
社会的企業（WISE ＝ Work Integration Social Enterprise）とわが国の障がい者就労にお
ける活動と比較した。
（2010）WISE は社会的包摂の担い手として、EU や EU 加盟国から支
援されてきた。米澤は企業ではない中間組織イギリスのサード・セクターを媒介型と名付け
た。特に共同連の作業所に、この活動との共通性を見だして、共同連を日本の媒介型の
WISE と呼んだ。
2012 年 9 月の共同連大会は、法案成立を求めて、大きな盛り上がりを見せ、共同連は社
会的企業の役割を持つ社会的事業所の目的に、
経済の民主主義と公平な分配を求めるとして、
共生・共働を提唱し、社会的企業への萌芽はみえ始めている。社会的企業が狭い利用制度と
ならないため今後は、他の障がい者の福祉制度と、社会的企業との調整が必要になっていく。
（２）若者自立支援のための社会的企業
労働市場に受け入れられることが難しい若者の就労問題は、日本だけでなく先進諸国の共
通する問題である。ヨーロッパは、もともと若者の就労が難しい社会であるという。近年の
わが国では「社会的ひきもり」
が増加していて、
引きこもる人の上限年齢は 40 才までに上がっ
ている。社会的ひきこもりとは、思春期・青年期におこり、齊藤（1998：20）は「①自宅に
ひきこもって社会参加しない状況が六か月以上続いており、②精神障害が第一の原因とはか
んがえにくいもの。
（ただし、社会参加と就学・就労しているか、家族以外に親密な対人関
係がある状態をいう）
」とする。社会的ひきこもりの専門医、齊藤環の勤務する爽風会佐々
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木病院では、大勢の相談に対応し、1998 年に世界初のひきこもりデイケアを始めている。
また若者職業的自立支援推進事業はニートを含めて、利用者に加える。ニートとは、元は
"Not in Education, Employment or Training" という部分の頭文字を採り、"NEET" と略し
たものが始まりである。そのためイギリスにおける“ニート”とは、教育、雇用、職業訓練
のいずれにも参加していない、義務教育の 16 〜 18 歳（もしくは 19 歳）までの者と定義さ
れている。日本の厚生労働省は、15 〜 34 歳の年齢層の非労働力人口の中から学生と専業主
婦を除き、
求職活動に至っていない者を日本における若年無業者（ニート）と定義している。
若者自立支援塾（正式名：若者職業的自立支援推進事業）は、日本の厚生労働省からの委
託を受け、財団法人日本生産性本部が本部となって、2005 年に始まり 2010 年 3 月 31 日ま
で実施していた。ニートの就業支援および支援を行うための助成事業である。この若者自立
支援塾は、アメリカで実施されているジョブコアを参考に始まった。アメリカで実施されて
いるジョブコアは、16 から 24 才までの寄宿制プログラムである。日本の若者自立支援塾で
塾生（参加者）たちは、3 から 6 ヶ月間の短い合宿を通じて、集団生活を行いながら職場体
験やワークショップを行う。生活訓練と職業体験を通して、就職を目指す。多くの若者自立
塾が、通所型ニート支援施設である地域若者サポートステーションとネットワークを構成し、
相互補完関係にあった。当時の日本では、
「ニートの駆け込み寺」と呼ばれたりした。
若者自立支援塾は新規事業で 2006 年に始まるが、事業化していた団体数も少数で、当初
の予定数を下回ってしまった。まだ成果の確認ができないうちに、民主党政権下の事業仕訳
で、2009 年に廃案が決定された。その後は、2010 年のリーマン・ショック後の経済危機で
失業した人々に対応した緊急人材育成・就職支援事業訓練基金による基金訓練を活用するが、
これも 2011 年９月で終了した。その後は、地元自治体からの補助などにより、事業を続け
ている。若者自立支援においては、イギリスから紹介されたパーソナル・サポート・システ
ムを取り入れ成果をあげている。若者自立支援塾そのものが、就労支援を目的とする社会的
企業と言える。
（３）ホームレスのための社会的企業
ホームレスとは、雇用おらずあるいは日々雇用の不安定就労に就き、住居を持たないまた
は一時寄宿の不安定な居住であり、収入がないか低収入な人々である。さらにホームレスは
家庭、労働、地域から切り離されてつながりがもてず、社会的に排除された状態にある。ホー
ムレスに生活保護制度適用が消極的であった時期を過ぎて、ホームレスの自立支援等に関す
る特別措置法は、2002 年から 10 年間の時限立法で開始された。生活保護受給や入居支援が
実現し、
時限もさらに５年延長された。援助者により住居が確保された次の段階においては、
山田（2009：70）は、就労による収入を目指す「就労自立アプローチ」と、生活保護を中心
とする社会保障給付による収入の「福祉的アプローチ」の両方が必要であるという。つまり
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「就労と福祉の二つのアプローチを複線的に位置づけたホームレス対策の体系を構築するべ
きである」
（2009：292）就労自立アプローチとしては、
生活保護の自立支援プログラムやホー
ムレスの自立支援等に関する特別措置法による、民間団体の能力の活用による就労支援があ
る。わが国の NPO 法は、NPO の隆盛を目指し、団体の規定を緩やかに定められた。その
結果、社会事業法２種３項にある無料低額宿泊所が、本来とは異なる形で急増した。生活保
護制度の悪用とも指摘される、改善が必要な実態もある。
ホームレスの真の自立を目指す社会的企業では、ビッグ・イシューが成果をあげた。ビッ
グ・イシューは、イギリスで 1991 年に始まり、日本ではこれに学び 2003 年に始まり、全国
に広まった。ビッグ・イシューはホームレスの状態のままで、街頭で雑誌販売により、就労
の機会を提供した。
このホームレス支援には、就労のための利用できる社会資源が不足していて、社会的企業
の役割は大きい。
（４）生活保護の自立支援プログラム
2005 年、生活保護廃止の意味をも含む自立支援のための、自立支援プログラムの基本方
針が厚労省より示された。これは「経済的給付を中心とする現在の生活保護制度から、実施
機関が組織的に非保護世帯の自立を支援する制度に転換することを目的」とする。生活保護
の実施機関は福祉事務所であり、職安と併せて、就労支援員が配置された。各自治体に対し
自立支援プログラムの実施求められ、工夫された各地の方式が公表された。板橋区では課題
別にアセスメントシートが作られた。釧路市では、就労支援として母子世帯の母に、福祉的
なボランティア活動を勧めた。このことから、
就労に失敗して傷ついた自尊感情を回復させ、
就労意欲を高める取り組みが行われた。その後釧路市は一般就労よりは、ゆるやかな就労内
容を認めて、「中間就労」と名づけた。2012 年、厚労省は、
『生活支援戦略』の中間まとめ
で中間的就労を取り上げている。生活保護の支援を検討して、この中間的就労から、一般就
労に結び生活困窮からの早期脱却に繋げる戦略とする。宮本（2009）は中間的就労実現に、
社会的企業の役割があると論じている。今後はさらに、社会的企業への取り組みが、各地方
自治体と連携して、実現されよう。
（５）東日本震災地における社会的企業
2009 年の「緊急雇用対策」において、
政府文書で明確に「社会的企業」が位置づけられた。
地域社会雇用創造として「若者など困難に直面する人々を雇用に結び付ける雇用支援分野で
の活用を目指す」とある。これまでわが国に社会的企業の法制化は難しいのか、と思われた
時に、2011 年の未曽有の大災害、東日本震災に対する復興対策で、社会的企業の関連事業
が登場した。
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震災当日、震災と津波で多くの直接的被害者が出た。その後、海から自力で陸に戻った多
くの人々も治療も受けられず屋外で亡くなり、避難所に入っても薬や食料が届かずに亡くな
り、仮設住宅に移っても孤立の中で亡くなり、間接的被害者は膨大である。元々国の自然災
害に対する対策が整っておらず、緊急時の医療や食料供給が不充分だったが、震災の巨大さ
ばかりが被害の大きさの理由とされた。地域で社会的に不利な人々、高齢者、障がい者の被
災率が高く、病人、衰弱した人々が次々と亡くなった。この地域では、特に利用者を分断せ
ず、横断的一体の支援が必要である。地域には、震災に対するソーシャル・キャピタルの課
題があり、再建と同時に人々の自立を支援する必要がある。
わが国で社会的企業の法制化は、遅々と進まないかのようだが、東日本震災対策において
は、急展開し社会的企業の認定が開始し、復興支援型地域社会雇用創造事業が開始された。
震災によって破壊された企業基盤に、新たな復興を目指す社会的企業の設立を目指し、新た
な雇用と就労機会を生み出していく。これは、震災により地域に就労の場を失い、労働市場
において不利な立場にある人々のための法制である。震災の被害者は社会的に不利な人々で
あり、生活は厳しい状況にある。そこに支援の必要があり、社会的な支援の必要を持つ。地
域の再生と就労創出による自立への援助を、同時に行わなければならない。
以下に、現行の日本の就労支援と社会的企業への可能性をまとめた。
表２

現行の日本型就労支援

ホームレス支
援自立支援等
に関する特別
法

障害者自立支
援法

生活保護自立
支援プログラ
ム

若者自立塾

東日本震災、
復興支援型地
域社会雇用創
造事業

成立年度

2002
15年間の時限

2003

2005

2005開始
2010廃案

2011
実施は今後

就労支援

○

○

○

○

○

居場所づくり

△一部で取り
組み。

○生活支援セ
ンターなど

×

○自立支援事
業本部、宿舎

○

○就前訓練

◎福祉事務
所、病院、福祉
施設、生活支
援センターな
ど

△ほぼ福祉事
務所のみ

○就前訓練

○

△

○就労支援施
設、特例子会
社、株式会社

×

○自立支援事
業本部での起
業

◎

ソーシャル・
サポート

社会的起業

※ソーシャル・サポートとは、個人が受け取る社会的な情報である。
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6．社会的企業訪問
2012 年、日本と韓国の各社会的企業へのスタディ・ツアーに参加し、筆者を含む複数で、
責任者より聴取した。特に社会的企業の活動である、コミュニティへの関わりと社会変革の
活動に注目した。この社会的企業の評価方法には、様々な手法がある。
山本（2012：61）は、ソーシャル・イノベーションの６つの段階を示し、アメリカのコモ
ン・グランドとイギリスのビッグ・イシューをこの方法で分析している。山本によれば社会
的企業の最も重要な要素の一つはソーシャル・イノベーションの開発である。それは、社会
的企業の本質は、
「必要な経済的目標と社会的目標を結合させて活動を実践する組織なので
ある」と論じた。ソーシャル・イノベーションの６つの段階は、順番に駆け上るものではな
いと論じる。以下にその６段階を記す。
① 社会問題の診断：社会問題の本質を見抜き、その本質を見極める。
② アイデア：社会的企業家の着想するアイデアの有効性を検証する。
③ パイロット：社会的企業家は、試行段階で様々な方法を試し、そのアイデアを実効性
のあるものにしていく
④ 持続可能性・経営力の強化：アイデアを実現するための資金と安定的な収入の確保が
必要になる。
⑤ スケーリング：事業の普及を意味する。プログラムや組織を増やし、同じ事業を他の
場所で展開していくことが大きな目標となる。
⑥ システムの変革：社会にある多くの要素が相互作用するよう導く。
社会的企業の現状を知るため、日本の K2 インターナショナルと韓国のソンミサンマウル
について、この 6 点を検討する。
（1）K2 インターナショナルでの若者自立支援事業
横浜市の根岸駅周辺の本部や拠点、共同宿舎を訪ね責任者Ｉから話を聞いた。K2 の前身
コロンブスアカデミーは、1988 年、不登校や引きこもりの支援として始まった。相談に来
た一人ひとりの苦しみや問題と向き合い、私たちには何ができるかと自問自答しながら行動
していくうちに、1996 年に K2 として株式会社になった。NPO でなく株式会社なのは、若
者の働く場を独自に作ろうとしたからである。根本には、マイノリティー（少数派）の子供
たち・若者たちに対して、行政の支援やサービスでは行き届かない面を、自分たちの力で支
援していこうという強い気持ちがあるという。不登校・ひきこもり支援事業を行い、年に
3000 人の人々の相談に乗り、合宿型プログラムと通所支援・就労継続支援Ｂ型、訪問指導
を行う。駅から五分の地に、本部を設立し地域の理解と協力を得ながら、施設を点在させ拡
大してきた。企業の撤退で、空きビルなども目にする地域だが、これを活用してきた。利用
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者は色々で、精神障がい者、知的障がい者も含まれる。共同生活寮を運営し、駅周辺で、家
族寮タイプ４棟 20 室、アパートタイプ 30 室、海外にオーストラリア２棟 10 室、ニュージー
ランド２棟５室を持つ。就労訓練と実際の就労の場として、お好み焼き・たこ焼き店３店舗、
食堂を経営する。全国から利用者が集まり、様々な就労開始を実現した。自分でお好み焼き
店を開いた人もいれば、本部近隣で釣り船を始めた人もいる。何よりも、就労開始は創造的
な工夫が必要と、実感できる会社である。本部から、徒歩で動ける地域スケールで展開して
きた。また 2011 年、元職員が帰郷した石巻で震災被害を受けたのがきっかけで、石巻の復
興支援を行う支部を設けた。2012 年、韓国にも支部が出来た。
責任者であるＩは沢山のインタビューを受けている。次のように語っていた。
（2012、横
浜中法人会、ホームページ）
「引きこもりとか、無職の若者はいつも休んでいるように見られるかも知れませんが、逆
にいつも緊張しているんです。いつもオンの状態ですから、オフの時間を作るために日中き
ちんと活動する。
」
「そうすれば土日も気持ちよく休める。鬱病や障がいといったハンデがあっても、またそ
の治療をしながらでも、できる範囲の事、できる場を与えてあげること、それがとても大事
です。」
「一週間何もやることが与えられないというのが一番つらい。社会参加できる場が必要で
す。」
このインタビューには就労支援における社会的企業の活動が語られている。
山本によるソーシャル・イノベーションの６段階で K2 を検討し、表３にまとめた。
（2）ソウル市ソンミサンマウルでの様々な社会的企業
ソウル市のソンミサンマウルを訪れ、中心的な活動家から通訳を通じて聴取した。ソンミ
サンマウルでは、住民たちにより、次々と社会的企業が創立されている。初めは、ソンミサ
ンマウルに必要のない水道施設の計画に反対する運動だった。
阻止に成功すると、
地域の様々
な課題を起業によって解決するようになった。まず子供たちの保育、次に小学校、中高校へ
と発展した。韓国の過酷な受験競争の中にあって、自然に親しみ、芸術創作し、認可されて
いない代案（オルタナティブ）学校を運営してきた。韓国人の通訳は、韓国の教育問題は深
刻で、海外の学校に入学させる人もいるからと話していた。その後、安全な食品を扱う生協
の売店、自然食品の食堂、アレルギーの子も食べられるアイスクリームを出す喫茶店、韓国
にはなかったリサイクルショップ、共同住宅などを作った。それぞれに、地域の賛同者から
の投資を受けた。行政からの拘束を避けて、ほとんど社会的企業としての認証は受けていな
い。全てが順調ではなく、自動車の修理事業は、終了した。地域に行事作りや芸術活動のた
め、劇場を作った。この劇場は、事業の安定のため、社会的企業としての認証を受けた。コ

─ 233 ─

ミュニティへの貢献と、影響が大きい。ソンミサン劇場代表のユ・チャンボクは、この地に
おけるコミュニティ・センターの運営をソウル市より任され、施設の建設中に訪問した。事
業はまだ始まっていないが、予算を小分けせず、籠の中の一つと自由に裁量できるシステム
を目指すなど、社会起業家らしい革新性を持つ。同じく、ソウル市の委託で、コミュニティ
地域外での起業も取り組んでいる。この地に転居する人も増えて、地価が上がっているのが
残念という。
ソンミサン劇場代表のユ・チャンボクの言葉（2011）には、次のようなものがある。
「まちで何かを始めるときは、十匙一飯の精神で資源を集めて行きます。
」
（十匙一飯－十人が一匙持ち寄れば、茶碗一杯になる。小さな真心でも、力を合わせれば、
大きな力になる、という意味の韓国の熟語。
）
「まちに何人リーダーがいるかよくわかりません。まちでは、代表を持ち回りでしていま
す。」「持ち回りで代表を選べば、間違うことがあると確実にわかりながら代表をさせるよう
になるはずです。
」ソンミサンマウルでの社会的企業の役割は大きい。
ソンミサンマウルに対し、前項の K2 インターナショナルと同じく、山本による６段階を
検討した。
（3）両者の比較
横浜市の K2 とソウル市のソンミサンマウルを比較する。まず、山本の挙げた６段階で検
討すると、ソーシャル・イノベーションの実現を検討した。
表３

社会的企業のソーシャル・イノベーション（山本による）の６段階
K2インターナショナル

ソンミサンマウル

社会問題の診断

個別相談から、職に就けない若
者たちへの支援の必要性を見出
した。

若者自立支援への取り組みとし
て、寄宿方式により、就労支援
を行う。

アイデア

若者自立支援への取り組みとし
て、寄宿方式により、就労支援
を行う。

生活する住民の着想するアイデ
アを、次々に起業した。

パイロット

利用者に出来る方法での就労を
目指し、所有する店舗で就労試
行を行い、外部の一般就労に取
り組んだ。

住民は、試行段階で様々な方法
を試し、そのアイデアの実現に
取り組んだ。

持続可能性・経営力の強化

地域や国の制度を生かしながら、
事業変更があっても、アイデア
を実現するための資金と安定的
な収入の確保に取り組んだ。

アイデアを実現するために、資
金参加を住民に求めた。社会的
企業育成法の助成も活用したが、
拘束されない範囲に留めた。
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スケーリング

地域におけるメリットを生かし、
拡大していった。本部の廻り
に、共同宿舎、居場所、店舗等
を設け、歩く範囲で活動した。
更に、東日本被災地の活動まで
展開している。

居住する地域での事業を次々に
展開した。コミュニティ外、近
隣地域での起業も行っている。
同じ事業を他の場所で依頼され、
展開している。

システムの変革

近隣社会にある、多くの要素が
相互作用して、若者の自立支援
に向かった。全国から、多くの
相談が寄せられて来る。

ンミサンマウルにある多くの要
素が相互作用し、地域交流を盛
んにしてきた。

（筆者作成）

以上のように、文化・社会の違いがあるが、共にーシャル・イノベーションの実現に寄与
していると言える。
さらに次のような共通点がある。
① 社会的企業の存続のために、公的な援助制度の活用と民間からの資金援助を両立させ
ている。
② コミュニティに貢献し、地域活性化につながる。
③ 起業が単一でなく、複数の形態によって取り組まれ、それぞれが関連して成果を高め
ている。
④ 社会的企業そのものが、社会的に不利な人々のための、居場所として成立し、ソーシャ
ル・サポートを実現している。
両者とも、それぞれの地域におけるスケール・メリットで活動し、地域外に活動を広げて
いる。さらに、特定の分野に限定せず柔軟な利用者の受け入れと、運営の展開が確認できる。

7． 結果と考察
（１）結果
社会的に不利な人々のための社会的企業の法制化について、イタリア、イギリス、韓国か
ら学ぶものは多い。特に、韓国の改革へのエネルギーは凄まじく、今後も改訂が加えられる。
韓国の留学生から、日本人は法を守ることに懸命だが、韓国では法を変えていくことに社会
運動が起こると指摘された。実際に、韓国には日常生活を送る地域の中に、社会変革を求め
て、運動する市民が多数いると、訪問して確認した。
今わが国で、社会的企業による社会の変革の近くにあるのは、東日本震災被災地域である。
復興支援型地域社会雇用創造事業が始まっていて、東日本震災被災地域への支援は、わが国
の今後の明暗を分ける課題である。例えば被災地で漁業製品を扱う業務で、行程の第一次か
ら第六次産業まで、全てが破壊された。このため再建された社会的企業は、海に出ての漁獲
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から、加工、運搬、販売まで全てを行う企業が誕生した。ここでは、コミュニティと企業の
再建を同時に行おうとしている。また仙台の老舗である味噌の会社は、
津波で工場を失った。
再建は無理と観念した時、地元の福祉団体が買収し負債を整理し、再建にこぎつけた。企業
と福祉が、究極の苦難の中で連体し、共に再出発に向かっている。
被災地での社会的企業への成果はまだ大きくはあがらず、社会的企業創出へのエントリー
もまだ多くはない。さらに地域活性化のため、今後の支援と工夫が必要である。大震災によ
る社会的排除のリスクの高まる引き算に対し、誰も排除しない社会の構築を目指す足し算の
推進体制の構築が求められる。
（2）考察
考察の第一は、社会的企業のため法の概念としての、利用者を「社会的に不利な人々」と
確立することである。社会的に不利な人々への後見的支援を目指すことが、社会的変革への
道になる。わが国における社会的企業の設立のためには、法制化への道筋をたどりながら、
社会のシステムの変革が必要である。システムの変革とは、社会にある多くの要素が相互作
用し、社会的に不利な人々のために後見的支援を果たし、社会的包摂を目指すよう導く。法
制への道筋は社会的企業の活動、就労モデルの構築、就労データやインフラの確立などを引
き起こし、新しい技術、供給チエーン、制度的な形態、スキル、規則や税制などに影響を及
ぼしていく。
社会的に不利な人々が社会的包摂を目指すには、戦略的に取り組む必要性がある。
本論文では、わが国の社会的企業に関連する法の集約と再検討を試みた。わが国には、社
会的に不利な人々のための社会的企業として、大きく包括的な制度・法はない。法は利用者
ごとに細分化し、その内容を検討すると、どうしてもモザイク状態となる。このことに関連
して、共同連の齊藤理事は、提案した社会的事業所促進法案について、これまでの制度との
整合性をめぐり、厚生労働省から指摘を受けたという。社会的企業を法制化するには、障害
者自立支援法の就労継続支援事業は全廃するのか、それとも同じ人が従来の制度と重複して
利用するのか、と質問を受けた。
（2012. 共同連全国大会、口頭）筆者にはこの疑義は、わが
国の福祉法制成立の特徴を示しているように思われる。税金の無駄を避け、制度の重複を行
わず、そのためには制度間に隙間が生じることもあるとの判断に立っている。わが国のタテ
系社会の弊害が見られ、分野で仕切らない横断的な社会的企業の制度が必要である。このよ
うなシステムの変化がないと、イタリア、韓国のような、社会的に不利な人々の法の概念に
よって、包括的な支援は始まるであろう。
さらに、法制化した国とわが国の現状で気づくのは、わが国では社会的企業の定義が不明
確であるだけでなく、わが国の社会的企業の認証制度の不在である。例えば障害者自立支援
制度では、就労継続支援事業の認定にあたり、前の障害者支援費制度の授産と福祉的就労系
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事業を広く認定した。このため、地域への就労移行は曖昧である。就労形態も保障も多種で
ある。社会的企業の充実のためには、有効な制度の確立と、法制化されている国々が行う社
会的企業の認証を、導入する必要性があるだろう。社会的企業の認証は、過去の障がい者の
不当雇用の防止効果にも期待できる。
考察の第二は、社会的企業は、コミュニティへの貢献を生み出す事である。イギリスの
CIC のように、明確に利益をコミュニティに再投資することを、定めた制度もある。訪問し
た日本と韓国の二つの社会的企業は、コミュニティに影響を及ぼし、利用者の生活を変えて
きた。このことは、考察の第一の社会的に不利な人々の概念化とも、呼応する。わが国で、
コミュニティの衰退や再建の声は高まるばかりである。社会的企業はその活動から、地域の
活性化への可能性を大きく持つ。特に、東日本震災地域では、過酷な破壊状況から、地域も
産業も再建していかなければならない。東日本震災地域で再建を目指すことは、わが国の今
後の明暗を分ける作業である。
経済社会の構造変化の中で、地域や職場、家庭での「つながり」が薄れるなか、様々な社
会的リスクが連鎖・複合し、人々を社会の周縁に追いやり孤立させる社会的排除の危険性は
増大している。援助者は協働のメンバーとして「居場所と出番」を持って起業社会に参加し、
それぞれの持つ能力をできる限り発揮できる就労環境を整備することが不可欠である。その
ために就労困難の構造と要因を克服する有効な政策的対応の一つが、社会的企業である。官
民含めた関係者が就労困難に至る社会の構造や要因に向き合い、包摂の方向に向かう社会的
企業の仕組みを組む取組は、就労を後見的に支援して進めていくことに繋がる。
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社会的に不利な人々のための社会的企業

Social enterprise to people socially disadvantaged
MIYATAKE, Takaya
Abstract
Social enterprise has asocial welfare purpose and not for the purpose of profit. social
workers work for aged people、elderly young people, people with the disabilities,

single

parents, welfare recipients, homeless who are disadvantaged, not be able employed for the
work. I think people who are socially disadvantaged, to include people who are socially
excluded people and Barunerablu. Begin to aid discharge of Italy, spread the activities of
social enterprises in the world, also progressing legislation. By comparison, the United
Kingdom, Italy, the Korean social entrepreneurship, we consider the concept of law. While
considering the current state of Japan and South Korea, I will discuss the concepts and
methods of social enterprise there.
Keywords: employment support, law concept of socially disadvantaged people, contribute
to the community,
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