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はじめに

このところ、さまざまな領域で社会問題に取

り組む NPO 法人等の活動がメディアで頻繁に

取り上げられるようになり、それとともに「社

会的企業」という概念も一般に広まりつつある

ように思われる。筆者自身はこの数年、就労支

援事業等を通して地域雇用政策の重要な実施主

体として活動している NPO や労働者協同組合、

株式会社等に調査をさせていただく機会が多く、

そこからさまざまな示唆を得てきた。本稿では、

それらの「社会的企業」が地域における就労の

保障・推進といった側面でどのような役割を果

たしているかとともに、行政との協働や連携に

関わる問題点について指摘する。

1 ．労働統合型社会的企業の活動

実際のところ「社会的企業」という概念は非

常に多義的であり、多様な意味合いで使われて

いる。「ソーシャル・ファーム」や「ソーシャ

ル・ビジネス」、さらには類似した概念として

「コミュニティ・ビジネス」「ソーシャル・ベ

ンチャー」なども用いられる。また、営利企業

による社会性の高い事業や、いわゆる CSR

（企業の社会的責任）活動まで含めて、社会的

企業が論じられている場合もある。ひとまずこ

こでは、社会的企業とは「社会的課題の解決を

目的とした事業を行っている団体」と広く把握

しておく（注 1 ）。

そして、そのなかでも「労働統合型社会的企

業」、すなわち、就労支援事業等の社会的包摂

実現をめざす活動を行っている社会的企業につ

いて紹介していきたい。労働統合型社会的企業

（Work Integration Social Enterprises、以下で

は WISEと表記）は、社会的排除の状態にある

人々 ― さまざまな事情によって労働市場から

排除されがちで、家族や地域社会とのつながり

が希薄である、政治的権利も十分に保障されて

いないといった人たち ― に対し、さまざまな

支援活動を展開しているが、それらは主要な目

的によっていくつかに分類される。以下では、

そのそれぞれについて事例とともに見ていこう。

なお、事例の多くは筆者が参加した大阪府

の PS 事業に関する調査、ホームレス資料セン

ターの社会福祉推進事業調査、豊中市における

科研費研究の共同調査からの引用であり、以下

ではそれぞれ「PS 調査」「社会福祉調査」「豊

中調査」と略記する。詳細は参考文献をご参照

いただきたい。

（1）住居や居場所の提供

WISE の事業は、社会において孤立していた

り、社会的に認められた尊厳ある「生」を享受

できていなかったりする人を、就労等の活動を

通じて社会と「再」接合していくこと（社会参

加の促進）を目的として行われている。失業や
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低賃金・不安定就労等、経済的に排除された状

態にあることだけが社会的排除の問題点ではな

い。また、支援活動の現実として、被支援者の

なかには有給の仕事を見つけ、就労場所に通い

続けることが難しい人や、他者とのコミュニケ

ーション自体に問題を抱える人も少なからず含

まれている。こうした事情もあって、仕事探し

のサポートや就労先とのマッチング以前に、規

則正しい生活習慣を身につけることや周囲の人

たちとの交流に馴染んでいくこと等を目的とし、

日中の居場所や共同生活の場を提供する活動が

行われている。

たとえば、京都では「オレンジの会」「恒河

沙母親の会」等の NPO 法人が、不登校やひき

こもり傾向のある若者の活動場所を設けている

（労働政策研究・研修機構 2010 および 2011）。

また、大阪市西成区のまちづくり活動に取り組

んできた「株式会社ナイス」は、社会で孤立し

がちな生活保護受給者・刑余者らが参加しやす

い寺子屋的な活動（楽塾）を約 5年前から続け

ている（PS 調査）。こうした活動は仲間の発見

や他者への信頼感の醸成、地域社会との繋がり

の回復といった面で、非常に重要である。

（2）就労に向けた訓練活動の提供

多くの WISEはなんらかの教育訓練活動を提

供している。上述したような「居場所」活動も

広い意味では就労につながる訓練とみなすこと

ができるが、ここでは、より実践的な職業スキ

ルを身につけるための訓練活動に着目する。大

阪府内で 2011・12 年度の 2 年間実施されたパ

ーソナル・サポート事業の事例では、就労支援

に関わった WISE自身が（外部の訓練機関への

繋ぎや斡旋に留まらず）多様な訓練的な活動を

提供していた。仕事の内容で多かったのは飲食

店における調理・接客職務や小売店での販売職

務、清掃やビルメンテナンスの仕事である（櫻

井 2013b、18 ページ）。

飲食業務に就きながらの訓練は、日常生活に

も役立つ側面（電話の応対、調理器具の使い方

の習得等）があるうえ、共同作業や接客を通じ

てコミュニケーション訓練ができるという利点

も備えている。こうしたことから、神奈川県で

主に若者向けの支援活動を展開している「株式

会社 K2 インターナショナルジャパン」ではア

ロハキッチン（学食の厨房）や直営のお好み焼

屋 3店舗等を有効な訓練機会として活用してい

る（社会福祉調査）。

また、飲食業務の訓練をそのまま起業や継続

就労につなげているケースもある。たとえば、

大阪市を中心に障害者や困窮者への支援活動を

以前から展開してきた「ネクストステージ大阪

LLP」では、「チーキーズ」「ドリアンチョッ

プ」という居酒屋を立ち上げた（PS 調査）。基

礎自治体としては他に例をみないほど多様な就

労支援事業を実施している大阪府豊中市では、

「情報の輪サービス株式会社」がレストラン 2

店舗を開店させた。これらのレストラン事業は、

子育ての負担から仕事を見つけにくいシングル

マザーを主な支援対象とした職業訓練事業とし

て、開始年度には豊中市（雇用労働課）の支援

も得て始められたものである。メニュー開発、

食材の仕入れ、売上の計算等のレストラン経営

に必要な知識・技術の Off-JT、開店後の OJT

を経て、訓練を受けたうちの数名が従業員とし

てその後も運営に従事している（PS 調査、豊

中調査）。

就労に向けた訓練活動のなかには、一般の民

間企業に訓練生の受け入れを依頼し、そこで

（OJT的に）働く機会を設けていることも多い。

そのような活動において WISEが果たしている

役割は、地域内で就労困難者の受け入れに積極

的な訓練先企業を見つけ出し、相談者の就業能

力や個性等を見極めながら、適切なマッチング

を行っていくことである。豊中市の PS 事業で

は、発達障害やひきこもり傾向のある若者への

支援経験が豊富な「一般社団法人キャリアブリ

ッジ」の支援者等が、製造業者や物流業者など
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の訓練先・就労先を開拓してきた（豊中調査）。

また、箕面市の PS事業では「NPO法人暮らし

づくりネットワーク北芝」が近隣のショッピン

グモールの出店企業に働きかけ、店舗での就労

体験を実現している（PS調査）。

（3）雇用機会の創出・就労場所の提供

WISE の活動はそれ自体が継続的な就労場所

として機能し、地域内に新たな雇用を生み出す

ことにも繋がっている。それらは上述の諸事例

のように、働くための訓練場所としての役割を

兼ね備えていることも多い。継続的な就労場所

としての代表的な事例は、労働者自身が経営に

参画して働くワーカーズコープやワーカーズ・

コレクティブ（労働者協同組合）の実践に見ら

れる。たとえば「NPO 法人ワーカーズコー

プ」（日本労働者協同組合連合会センター事業

団）の埼玉西部地域福祉事業所では豆腐の製

造・販売を行う「森の 102 工房」を経営してい

る。廃業したとうふ製造業者の事業を引き継ぎ、

当初は基金訓練制度を活用した職業訓練に生活

困窮者・障害者等の 8名が参加した。訓練期間

を終えた後は 6名が非常勤職員として就労を続

けている。また、千葉県佐倉市の「ワーカー

ズ・コレクティブ風車」（法人格は NPO）はリ

ユース食器のレンタル事業を手がける。佐倉市

から障害者の地域活動支援センターとして認定

を受け、ひきこもり傾向の若者、障害者、シン

グルマザーなど 17 名（2012 年度）がリユース

食器類の貸出し、回収、洗浄・滅菌などの仕事

に従事している。

2 ． WISE の活動の意義と課題

（1）WISE の活動の意義

上で見たような WISEの事業は、第 1 に、活

動参加者が再び社会との結びつきを回復するた

めに必要な力を醸成するサポートの役割を果た

している。簡潔に表現するなら「エンパワーメ

ント」の役割といえよう。当初は非就労・過少

就労の状態にあったり、他者との親密な関わり

を失ったりしていた人たちが WISEの活動に参

加することによって、気持ちに変化が起こり、

社会生活に必要な多様なスキルを身につけてい

く。とくに「就労」は現代社会において人が社

会的承認を得ることに繋がる重要な活動である。

働くことを通じて経済的自立に必要な収入を得

るという側面のみならず、この社会において自

分が他者から必要とされ、正当なメンバーとし

て認められているという誇りを持って生きてい

くために、なんらかの就労状態に近づいていく

ことはきわめて重要な意味を持つ。WISE の活

動への参加は、福祉を「受ける側」の立場に閉

じ込められた人たちを、尊厳を持って生きられ

る「健康で文化的な」生活へと導く役割を果た

している。

第 2に、上記のようなエンパワーメントに繋

がる活動が、就労の実現までひと続きの流れと

して行われていることに意義がある。活動参加

者はそれぞれの人の状態に応じて、たとえば完

全なひきこもり状態から脱し、居場所へ出かけ

ていく、そこから就労に向けた実践的訓練に移

行していく、といったステップを少しずつ上が

っていくことができるからである。「ブラック

企業」ならずとも、日本の企業就労が従業員に

要求する労働の量と質のハードルは ― なんら

の「就労困難要因」を持たない人にとってさえ

― 高すぎる。WISE の事業はそのような「一

般就労」のハードルをクリアすることだけが目

標ではなく、多様な就労・社会参加のあり方が

可能なのだというオルタナティブを提示してい

ると思う。そして、個々人が自分の個性や特徴

に合わせて、社会のなかに自分の居場所を見つ

ける足がかりを提供しているのである。

第 3に、地域社会に与える影響である。一般

的に社会的企業の活動には、その活動目的に関

わる当事者や地域コミュニティのメンバー、特

定のニーズや問題関心を抱く市民等が参加・協
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力しており、したがって、当事者のニーズや地

域課題に即した事業が展開されやすい。WISE

が実施している事業は、多くの場合、立地する

地域内の多様なアクター（行政も含む）の協力

や連携のなかで、日々の活動が営まれている。

WISE の活動が広がり、顕在化していく過程で

は、地域内外から多くの協力者が現れ、また新

たなネットワークが紡ぎ出されている。こうし

た影響は、地域内に小規模でもまとも（ディー

セント）な就労の場を生み出すと同時に、疲弊

した地域社会に新たな活力を生み出す源泉とも

なるものである。地域から浮き上がった「企業

社会」のなかで一生を送るのではなく、身近な

「地域社会」に足場に築き、生活を持続してい

けるようなまちづくりに、WISE は貢献する

（しうる）存在である。

（2）WISE に関わる今後の課題

では、WISE の活動に関わる課題とはどのよ

うなものか。これまでの調査研究に基づく筆者

の見解を述べたい。まず、就労へ向けた教育・

訓練活動面での課題についていえば、実践的な

職業訓練の種類や場所はまだまだ少ない。前述

のように、飲食や小売、清掃・ビルメンテナン

スなどでは、教育訓練、職場体験を経て就労に

移行している事例が多く見られたものの、それ

以外の職種ではこうした訓練 → 就労の道筋は

不透明と言わざるをえないのが実情だ。居場所

的な活動への参加を経て就労に対して積極的な

気持ちになった段階で、その先の訓練活動にス

ムーズに移行してけるよう、職場体験や訓練的

就労の機会を提供する一般企業を開拓していく

ことが必要である。

現状で、訓練から一般就労へのそのような

「橋渡し」の機能を果たしている制度のひとつ

は、緊急雇用創出基金事業である（注２）。たとえ

ば豊中市では地域内の一般企業や NPO 法人等

を受託先として選定し、サービス業や農業等を

中心に新たな事業開発を推進している（遊休農

地を活用した農業訓練など）。このような国の

雇用制度も活用しながら、地域内での就労促進

に理解のある中小事業者や NPO 法人を訓練

先・一時的雇用先として開拓していくことは、

WISE の事業をいっそう有効なものとするだろ

う。

次に、継続的な就労場所としての WISEの可

能性についても、課題が多い。社会的企業を一

時的ないし中間的な就労の場と考える、つまり、

そこから「一般就労」へ移行する訓練機関とし

て捉えるのか、それとも持続的に働き続ける場

所としての制度化を促進すべきかについては、

議論があるところだ。2012 年度に就労支援に

関わる 26 の NPO や労働者協同組合等に対し

て実施した聞取り調査（社会福祉調査）では、

17 団体が「社会的企業の役割」は「継続雇用

としての社会的就労の場」であるという認識を

示している（ただし、そのうち 6団体は、同時

に「一般就労に向けた中間就労の場」でもある

と回答している）。この結果からは、WISE 内

部では「継続就労の場」であるという見方が優

勢であることがわかる。制度化に関わる国の動

向に触れておくと、2011・12 年度に実施され

た PS 事業（内閣府）の後継事業である「生活

困窮者自立促進支援モデル事業」（厚生労働

省）では、「一般就労に向けた支援付き訓練の

場」として、第一義的には中間的就労の場と捉

える見解が示されている。

筆者の考えは以下である。WISE の活動が

「継続的就労の場」となりうるような制度化を

進めるべきだが、それが「一般就労できない人

たちの就労場所」として固定化されるものであ

ってはならない。言いたいことは、本来はすべ

ての一般雇用がすべての人に開かれたものであ

るべきで、困難を抱える人たちにとっての継続

的な就労機会を「社会的企業」と認定された企

業での就労に閉じるべきではない、ということ

だ。仮に社会的企業の認定・制度化が進み、そ

のような「受け皿」が整備されることがあって
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も、それをもって日本の一般企業での異常な働

き方が現状のまま受容されることがあってはな

らない。

また、社会的企業＝ NPO 法人ではないが、

現実に今ある NPO 法人の多くは限られたスタ

ッフがぎりぎりの予算で運営を続けていること

からも、就労の最終的な「受け皿」としての役

割を過度に期待すべきではないと思う。労働政

策研究・研修機構が 2005 年に行った調査では、

NPO でフルタイム就労している正職員の平均

年収は 223 万円であり、別の調査（経済産業研

究所の 2006 年調査）ではさらに低く、常勤職

員の年間平均給与は 166 万円だった。PS 事業

に関わった WISEの事例でも月給は 13 ～ 16 万

円であり、就労支援にあたっているスタッフの

なかにも生活不安に直面している人が少なくな

い。

今後、WISE 等の社会的企業を継続的な就労

の場として社会に根付かせていくためには、こ

うした組織における労働条件をどう保障するか

を真剣に検討せねばならない。一方では、自主

事業の開拓や拡大を通じて市場からの資源調達

を促進することも求められるが、やはり行政に

よる下支えや、社会的企業の活動目的に賛同す

る市民から互恵的資源を調達することが重要な

鍵を握っている。

（3）地方行政への期待

そこで、WISE 等の社会的企業の活動に関わ

る地方行政への期待について、続けて述べてお

きたい。上記の社会福祉調査や PS 調査では、

行政にどのようなことを求めるかについての聞

取りも行っており、そこで挙げられた指摘には

次のような内容が含まれていた。

第 1に、委託事業や助成金の支給のあり方に

ついての要望である。まず、人件費への助成

（賃金補助）を望む声、とくに事業の立ち上げ

期の資金提供を望む声が強かった。同時に、単

年度（ごと）の助成の仕組みに対する不満も多

かった。たとえば、PS 事業に関わったある支

援者からは、一般企業への就労困難者の受け入

れを促進していく上で、短期間の公的資金に依

拠した事業に対する信頼度が低く、「将来的に

何かあった時にサポートしてもらえない」とい

う不安が採用の躊躇につながるという指摘があ

った。行政のアカウンタビリティという点で、

特定の団体に対する長期間の助成が難しいとい

う事情はあるにせよ、とくに長期離職者等を対

象とした就労支援においては、短くても 3年の

支援は必要であると考える。

第 2に、総合評価一般競争入札や優先発注・

購買制度等の導入を通じて、事業拡大を支援し

てほしいという要望である。これは、たとえば

障害者の雇用促進ではすでに導入されている

「ハート購入制度」のような仕組みを、より広

い対象者に広げることで可能であろう。また、

今後、国が社会的企業に関するなんらかの認証

制度を導入する可能性もあるが、自治体が独自

の仕組みを作り、運用することも検討してほし

い。筆者の知る事例のなかでも、独自の支援制

度を設けているケースが散見されており（京都

市、佐倉市、箕面市、滋賀県等）、自治体レベ

ルでの積極的な取り組みを期待している。

第 3 に、WISE の活動に参加している人たち

には多様な就労阻害要因や生活上の問題を抱え

ている場合が多く、行政内部の縦割りの組織を

超えた取り組みが求められる。福祉、労働、教

育、医療、保健等の各部門がそれぞれに「困難

者」を発見し、支援に向けた取り組みを実施さ

れているとは思うが、それらをどれだけ横につ

なぐことができるかが問われている。上で触れ

た生活困窮者自立促進支援モデル事業は、2013

年度は 69 自治体が実施することになり、その

大半は福祉部門である（豊中市は市民協働部、

野洲市は市民部が担当）。しかし、福祉部門が

相対する市民だけが「生活困窮者」ではないし、

福祉部門が現有する資源（人材、資金、ノウハ

ウ、ネットワーク等）だけで生活困窮者がスム
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ーズに「就労移行」を果たせるとは限らないだ

ろう。福祉から就労への道のりを支援する事業

においては、WISE 等の外部機関との連携・協

働と同様、庁内の部門間が連携を深め、個別の

困難者が抱える複合的な問題に向き合っていけ

るような仕組みを創ることが必要である。

この数年ますます、働くことが国民の「義

務」としては強調される一方で、働くことの

「権利」は保障されていない社会へと向かいつ

つあることを強く実感する。ブラックな働かせ

方や、「追い出し部屋」での名ばかり雇用、不

安定な低賃金雇用の広がり等々、目を覆うばか

りの雇用の劣化に歯止めをかけねばならない。

WISE 等の社会的企業の活動を行政や一般市民

が支えていくことは、その一つの有効な方策で

あると筆者は考えている。

【注】

（注 1） 「社会的企業」概念の把握については、藤

井他 2013（とくに序章・第 1 章）を参照されたい。

（注 2） 「緊急雇用創出基金事業」は、震災等緊急

雇用対応事業、重点分野雇用創造事業、地域人材

育成事業などの総称として用いている。
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