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第5章 ハンディのある層を吸収するための社会的企業の概要 
 
 
英国政府は社会的排除の問題に取り組むため、1997 年に社会的排除対策室（Social 

Exclusion Unit：SEU）を内閣府内に設置し、継続して関連政策を策定し実施してきた

（「4.1.1 コネクション・サービスの成立に至る経緯」参照）。これらの動きと連動し、社会

的排除対策の一翼を担うことが期待され、拡大してきているのが社会的企業である。社会

的企業の定義は、定義する機関等により差があるが、概して言うと「社会的事業とビジネ

ス手法とのハイブリッド1」ということができよう。 
本章では、英国における社会的企業の概要、政府の社会的企業への支援政策、社会的企

業の実例等について述べる。 
 
5.1 英国における社会的企業設立の経緯と主な社会的企業の概要 
 
5.1.1 社会的企業設立の背景と経緯 

（1） 社会的排除 

英国では、青少年施策や社会的企業が、しばしば社会的排除対策の文脈で議論される。

社会的排除とは「貧困、教育の機会や基本的能力の欠如、差別のために社会に参加するこ

とができないことで、社会の周縁に個人が追いやられてしまう過程であり、社会・コミュ

ニティの活動のみならず、雇用・収入・教育機会が得られなくなっていくこと2」である。

また社会的排除対策室は、社会的排除を「失業、低熟練、低所得、劣悪な住宅、高い犯罪

発生率を生む環境、健康状態の悪さ、家庭崩壊といった相互に関連する問題が組み合わさ

った状態にさらされている個人または地域に生じうる問題に対する簡潔な表現」と定義し

ている3。日本でも近年、社会的排除が重要な社会問題として注目されているが、欧州連合

では 1980 年代より、取り組むべき政策課題として取り上げられてきた。英国ではこうした

動きに対応し、1997 年に内閣府内に社会的排除対策室が設置されたのである。 
 
（2） 社会的企業の拡大 

英国における社会的企業のルーツは、19 世紀半ばに設立された協同組合にまでさかのぼ

るという説があるが、社会的企業というコンセプトが積極的に政策的な側面から出てくる

                                                  
1 塚本一郎・山岸秀雄編著（2008）『ソーシャル・エンタープライズ：社会貢献をビジネスにする』丸善、

まえがき、p.iii 
2 山口公平（2007）「社会的企業―イギリスにおける政策パートナーとしての位置づけ―」塚本一郎, 柳澤

敏勝, 山岸秀雄編著『イギリス非営利セクターの挑戦：NPO・政府の戦略的パートナーシップ』第 5 章、

ミネルヴァ書房。定義は C.Oppenheim, D.Byrne らの指摘に基づく。 
3 塚本一郎（2007）「福祉国家再編と労働党政権のパートナーシップ政策―多元主義と制度化のジレンマ―」

塚本一郎他編著前掲書、第 1 章、p.21 
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のは 1997 年の労働党政権登場以降、特に 2000 年以降である4。 
英国における社会的企業支援政策を考える上で重要な出来事のひとつは、1998 年に社会

的排除対策室が発行した『英国を共に築いていこう：近隣再生のための国家戦略（Bringing 
Britain together: a national strategy for neighbourhood renewal）』が提起し設立された

政策検討チーム（Policy Action Team：PCT）が行った政策研究である。18 のチームが 1999
年から 2000 年にかけて順次報告書を発表したが、そのうち 3 つの報告書の中で、貧困地域

における社会的企業の役割が言及されたのである5。中でも重要なのは、第 3 政策検討チー

ムの報告書『企業と財政排除』であり、それは社会的企業を定義した最初の公式文書であ

ると言われている6。報告書は、貧困地域での社会的企業の活動に対する障害の緩和につい

て、経済的な観点から議論を行っている。そして、地域での企業活動の促進による地域再

生を支援することは、公共機関・民間機関を含む多くの関係者の関心事項であり、地域で

の活動において、社会的企業は貢献することができるとしている。同様に、2000 年の英国

銀行・社会投資会議の報告書もまた、貧困地域での企業活動は、職を提供し、貨幣の流通

を促進し、地域の財・サービスの利用を高めることで、社会的排除への取り組みに重要な

役割を果たす可能性があると述べている7。 
第 3 及び第 9 政策検討チームの報告書はまた、経済の再生とコミュニティの関係、特に

政治のプロセスや活動に貧困地域の住民が参加しないことに対する懸念も表明している。

そして、不参加の問題は、地域の社会的企業やコミュニティ企業への参加を通して、部分

的には対処できるとした上で、副首相府は社会資本の創出と地域内の団結に関して、社会

的企業が重要な役割を果たせるとしている8。 
現在では社会的企業の可能性は、公的サービスの提供という新たな政策テーマへと移っ

ている。昨今の歴史的動きは、伝統的な福祉国家から、公共、民間、サード・セクター9に

よる混合経済へと変革されつつあるということである。公共機関や民間企業がサービスを

提供できない分野、またサービスの提供において経済的魅力が少ない、あるいは成長でき

ない分野において活躍する存在として、社会的企業が出現してきており、これまでも地域

に根ざした顧客志向のサービスを提供している。社会的企業が活躍できる場は、顧客があ

る程度のコスト負担はできるが、そこから得られる資金は全てのコストをまかなうほどに

十分ではなく、また、公的機関だけでは全てのコストを負担することができない、あるい

                                                  
4 塚本一郎・山岸秀雄編著（2008）『ソーシャル・エンタープライズ：社会貢献をビジネスにする』丸善 
5 PAT3: Enterprise and Financial Exclusion; PCT9: Community Self Help; PCT 14: Access to Financial 
Services  http://www.neighbourhood.gov.uk/publications.asp?tId=42 
6 塚本・山岸前掲書、p.41 
7 Bank of England(2000), “Finance for Small Businesses in Deprived Communities” and Social 
Investment Task Force(2000), “Enterprising Communities: Wealth Beyond Welfare” 
8 ODPM(2003), “Searching for Solid Foundations, Community Involvement in Urban Policy” 
9 “third sector”これを直訳し「第三セクター」というと、日本では公共機関と民間企業の共同出資による

法人を指すことが多いため、非営利・社会貢献・ボランティアなどの団体を指す用語として、本稿では「サ

ード・セクター」を使う。 
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はしないほうが良いような、特定の市場であるという指摘もある10。 
1999 年に社会的・環境的な目的を実現する機関として、初めて政策文書で社会的企業が

言及されて以来、2005 年時点では少なくとも 55,000 の社会的企業と定義される企業が存

在し、全従業員数の 5％、270 億ポンドの売上（全体の 1.3％）、GDP への貢献は 84 億ポン

ドと見積もられている11。 
 
5.1.2 社会的企業の概要 

社会的企業の定義は、各機関によって異なり、形態、活動する分野等も多様である。以

下、社会的企業の概要を述べる。 
（1） 定義 

社会的企業の定義は以下のとおり各機関によって異なる。 
内閣府の定義12 

• 社会的目的をもった企業。株主、オーナーのために利益の最大化を追求するのではなく、

コミュニティや活動に利益を再投資する。 
• 深く根ざした社会的・環境的課題に革新的な方法で取り組む。 
• 規模や形態は様々であるが、経済的成功と社会・環境課題に対して責任を持つ。 
• 革新的な考えを持ち、公共サービスや政府の手法の改善を支援する。また政府のサービ

スが行き届かない場所でも活動する。 
• 企業倫理、企業の社会的責任の水準をあげる。 
 
貿易産業省中小企業局の定義13 

• 通常・日々の活動が製品、サービスの提供に関わり、その対価として金銭を受取ってい

る。 
• 少なくとも 25％の資金を商品・サービスの交換等、商業活動から獲得している。 
• 単なる利潤の追求とは違い、社会的・環境的目的を追求することを原則としている。 
• 組織・コミュニティ内にうまれた利益・利潤をさらなる社会的・環境的目的のために再

投資する。 
 
社会的企業ロンドン（Social Enterprise London）の定義14 

• 企業家志向 
社会的企業は、財の生産や市場に対するサービスの提供に直接にかかわっている。それ

らは、成長可能な取引事業体となり、営業上の利益を生み出していくことを追求する。 

                                                  
10 Welsh Assembly Government(2003), “Social Enterprise Action Plan, Consultation Document” 
11 SBS(2005),” A Survey of Social Enterprises Across the UK”より 
12 内閣府ホームページ: http://www.cabinetoffice.gov.uk/third_sector/social_enterprise/background.aspx 
13 中小企業局 2005 年調査対象の社会的企業として定義している 
14 塚本一郎・山岸秀雄編著（2008）『ソーシャル・エンタープライズ：社会貢献をビジネスにする』丸善 
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• 社会的目的 
社会的企業は、雇用の創出や職業訓練、あるいは地域サービスの提供のような明確な社

会的目的を有している。社会的企業は、地域住民の能力向上への貢献を含む倫理的な価

値を有している。それらは、その社会的、環境的、経済的影響について、そのメンバー

や、より広いコミュニティに対する説明責任を有している。 
• 社会的所有 

社会的企業は、関係グループ（利用者や顧客、地域のコミュニティ・グループなど）や

理事の参加を基礎とした統治（ガバナンス）や、所有の構造を有する自立した組織であ

る。利益は、配当として関係者に分配されるか、コミュニティの利益のために使われる。 
 
（2） 企業形態 

社会的企業は企業形態によって定義付けけられているわけではない。社会的企業の主な

形態としては、保証有限責任会社（Company limited by guarantee：CLG）、株式会社

（Company limited by shares：CLS）、産業・共済組合（Industrial and provident society：
IPS）、コミュニティ利益会社（Community interest company：CIC）の 4 種類がある15。 
 

1） 保証有限責任会社（CLG） 

多くの社会的企業、チャリティ団体がこの企業形態をとっている。主な特徴は以下の通

りである。 
• 有限責任会社である。全ての有限責任会社は目的を掲げなければならない（例：家具の

リサイクル）。目的は、一般的な商業目的を掲げることも可能である。しかし、社会的

企業の場合は、より特定された目的を掲げることが望ましい。チャリティ資格をもつ社

会的企業の場合は、目的は必ずチャリティ目的でなければならない 
• 多くの場合、利益はメンバー（社員）に配分されない。社会的企業が目標としている社

会的・公的関心事項は、通常の民間企業と違い、利益が配当されないという法律要件に

よって規定されていなければならない。利益は企業の社会的・公的目的のために留保さ

れなければならない。 
• 株主がいない。メンバー（社員）は会社の保証責任を負うが、通常は 1 ポンドに制限さ

れている。 
• 会社が倒産した場合でも、利益はメンバー（社員）に配当されるのではなく、社会的・

公的目的のために使用されなければならない。 
• 会社は法人であり、例外を除き代表者や株主の個人責任は追及されない。 
• 会社規約は下記の 2 書類に記載される。 

(a) 定  款 

                                                  
15 塚本一郎・山岸秀雄編著（2008）『ソーシャル・エンタープライズ：社会貢献をビジネスにする』丸善

より。 
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会社目的、権限、資本金（株式会社の場合）、保証人（株式会社の場合）を記載 
社会的企業の場合は、利益非配分条項が含まれる場合もある。 

(b) 付属定款 
組織運営構成、組織運営手順（役割、任命、解雇、会議など） 

• メンバー（社員）は下記の権限を持つ 
(a) 理事会の選任と解雇 
(b) 監査人の任命と解雇 
(c) 定款、付属定款の改訂 

• 運営の権限は理事会に属する。理事会はメンバー（社員）によって任命され、通常任期

1 年で再任があるが、最大の在任期間は決められていることもある。 
• 理事会により理事長を選任し、秘書をつける。 
• 理事会は会社の利益に沿って活動する義務がある。 
• 会社設立手順は簡潔で、通常標準的な定款、付属定款がある。定款に合意できれば、申

請後 7 日以内に手続きが完了する。申請料は 20 ポンドである。 
• 情報の公開（利益、監査報告、理事・事務局員の変更）をしなければならない。 
 

2） 株式会社（CLS） 

数は多くないが、株式会社の形態をとっている社会的企業もある。CLG と大きく違う点

は株主がいること、利益配当ができること、チャリティ資格は取得できないということで

ある。利点としては広く資金を調達できることが挙げられる。一方で不利な点としては、

社会的企業向けの融資（コミュニティ開発機関等による）を受けられないことがあること。

また、株主の意向が反映されることにより、社会的な目的を追求できない可能性がある。

倫理的投資家が株主となれば問題は一部解消される可能性がある。 
 

3） 産業・共済組合（IPS） 

この形態をとる社会的企業も多い。この形態には大きく分けて 2 つの形態がある。コミ

ュニティ組合（Community benefit society）と真正協同組合（Bona-fide co-operative）で

ある。主な特徴としては以下の通りである。 
• コミュニティ組合は、コミュニティの利益のために設立されなければならない。会社で

はなく、組合とする特定の理由を有していなければならない。具体的には、活動はコミ

ュニティの利益のため、利益はメンバーへ配分されないなどである。 
• 真正協同組合は、メンバーの経済・社会・文化的ニーズのため、また協同で組織を所有

し、民主的に運営するという意図のもとに自発的に結成された組織である。 
• 協同組合は会社と以下の特徴を共有している。 

有限責任、規約（定款）の登録、分担金、理事の権限 
• 協同組合と会社の違いは次のとおりである。 
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(a) 金融監督機関が強い規制権限を持つ。法律で定められた協同組合だけが登録を許可さ

れ、継続的に基準を満たしているか監視される。金融監督機関は資格の剥奪や一時停

止を行うことができる。 
(b) コミュニティ協同組合は配当が禁止されている。真正組合は配当を実施できるが、利

益の配当ではなく、できる限り組合と取引をしている相手に利益を還元する。 
(c) 資本の返却受け取りの権利はある。しかし資産の受取り権利はない。 
(d) 協同組合ではいかなる個人も 2 万ポンドを超える出資はできない。 

• 真正協同組合は、基本的には 16 歳以上であればだれでも組合員になれる。一方、コミ

ュニティ協同組合はだれでも組合員になれるわけではない。 
• 組合員の権限 

(a) 理事の選任と解雇 
(b) 監査人の任命と解雇 
(c) 規約の改訂 

 
4） コミュニティ利益会社（CIC） 

以上の 3 形態が、2005 年以前の社会的企業の形態とその特徴であったが、2005 年には、

社会的企業の設立促進を目的とした新たな企業形態が導入された。それがコミュニティの

利益に貢献することを目的としたコミュニティ利益会社である。この形態の特徴は以下の

通りである。 
• アセット・ロック（資産の散逸防止） 

CIC は、株式会社と同様に、株式を発行し利益を配分することが可能である。株式会

社と違いは、株主への利益の配分に上限（キャップ）が設けられることにある。これは

一株あたりの最高配当と配当の総額に対して設けられる。また、資産をコミュニティの

利益に使用されることが目的とされているので、資産を譲渡する場合でも、CIC 等アセ

ット・ロックのある組織へ譲渡されなければならない。 
• CIC 監察局（CREG: the Regulator of Community Interest Companies）による審査 

CIC として会社登記するためには、会社の活動がコミュニティの利益にかなっている

かの判断が CIC 監査局によってなされなければならない。そのために実施されるのが

コミュニティ利益テストである。これにより会社の活動がコミュニティの利益にかなっ

ていることが証明されなければならない。 
2005 年に発行された「コミュニティ利益会社規則」は、CIC にふさわしい 5 つの活

動例を挙げている。第 1 は、保育、高齢者介護、公共の低家賃の住宅サービスなどであ

る。第 2 は、通常の営利企業であるが、社会的弱者を積極的に雇用する会社である。第

3 は、フェア・トレイドを行っている会社である。第 4 は、チャリティ団体が設立する

会社で、利益の全てがチャリティに還元されるものとしている。第 5 は、スポーツ施設

の管理運営等の会社である。 
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（3） 活動分野 

社会的企業は収入源によって広く分類すると、「保健、社会福祉」「コミュニティ、社会、

個人向けサービス」「不動産関連」「教育」「卸・小売業」の 5 つの分野に入る。 

 
図Ⅱ-5-1：社会的企業の活動分野16 

保健、社会福祉 

保健、社会福祉は、社会的企業活動する最も大きな分野である。この分野は大きく分け

て 2 つのサービスに分類される。滞在施設があるサービスと、滞在施設のないサービスで

ある。71%が前者で、29%が後者に分類される。滞在施設なしのサービスとは、デイケア（老

人介護、障害者、ホームレス）、児童ケア、カウンセリング、社会福祉に関するアドバイス

提供、職業復帰支援などがこれにあたる。一方、滞在施設のあるサービスとは、子ども、

住居のない人々等、自分自身の世話をする能力に限界のある人々向けに、施設でサービス

を提供している社会的企業が実施しているものである。 
コミュニティ、社会、個人向けサービス 

この分野の社会的企業は多様である。一例としては、メンバー向けに助言、情報提供を

行っている全国規模の協会などが当てはまる。他には、芸術・識字教育サービスの提供、

差別・いじめ等の弱者向けのサービス、スポーツ機会の提供等をしている企業が含まれる。 
住宅関連 

この分野の主な活動は、弱者を対象に低家賃で住居を提供することである。そのほかに

は、環境に配慮した建築、住宅関連技術コンサルティング、落書きの除去などがある。 
教育 

この分野の主なものは、成人向け教育サービスの提供である。具体的には職業訓練（基

礎技能、IT 等）である。 

                                                  
16 IFF Research Ltd. (2005). A survey of social enterprises across the UK. Department of Trade and 
Industry, Small Business Service. p.38. “Main Trading Activity by Social Goal of Social Enterprises”の
データを基に作成。 
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卸売、小売 

この分野は、小規模な社会的企業が活動している。扱っている商品は、食品、飲料、タ

バコ、美術品、クラフト、リサイクル品などである。 
 
（4） データによる社会的企業の概要 

以下に示すデータは、2005 年に中小企業局が英連合王国（イングランド、ウェールズ、

北アイルランド、スコットランド）の社会的企業を対象に行った調査から引用している。

社会的企業としての選定基準、調査の概要は以下の通りである。 
 

中小企業局の社会的企業の選定基準： 
• 通常、日々の活動が製品、サービスの提供に関わり、その対価として金銭を受取っている。 

• 少なくとも 25%の資金を商品、サービスの交換等、商業活動から獲得している。 
• 単なる利潤の追求とは違い、社会的／環境的目的を追求することを原則としている。 
• 組織・コミュニティ内にうまれた利益・利潤をさらなる社会的・環境的目的のために再

投資する。 
調査方法：  電話によるインタビュー 
調査対象数： 8,401 組織 
調査結果： 
① サービス対象者 

 
図Ⅱ-5-2：社会的企業のサービス対象者17 

 
                                                  
17 IFF Research Ltd.前掲書、p.28 “Target Beneficiaries” を基に作成 
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② 雇用による支援対象者 

 
図Ⅱ-5-3：社会的企業の雇用による支援18 

 
 
③ 企業規模 

 
図Ⅱ-5-4：従業員数別社会的企業の割合19 

 

                                                  
18 IFF Research Ltd.前掲書、p.20 “Size Profile of Social Enterprises Surveyed”より作成。 
19 IFF Research Ltd.前掲書、p.20 “Size by Turnover”より作成。 
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図Ⅱ-5-5：売上・従業員数別社会的企業の割合20 

 

図Ⅱ-5-6：正規職員比率による社会的企業の割合21 

                                                  
20 IFF Research Ltd.前掲書、p.20 “Size by Turnover”より作成。 
21 IFF Research Ltd.前掲書、p.21 “Proportion of Workforce Employed Full Time”より作成。 
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5.1.3 主な社会的企業支援組織の概要 

英国内の 9 つの地域には、それぞれに社会的企業を普及しそれらを支援する「中間支援

組織」と呼ばれる機関がある。英国現地調査（2009 年 1 月 19 日～29 日）では、社会的企

業ロンドン（Social Enterprise London、以下「SEL」）と社会的企業ウェスト・ミッドラ

ンズ（Social Enterprise West Midlands、以下「SEWM」）を訪れた。現地での聞き取り調

査等の結果を基に、2 つの中間支援組織について概説する。 
 
（1） 社会的企業ロンドン（Social Enterprise London） 

社会的企業ロンドン（以下「SEL」）は 1998 年に設立された。社会的企業の中間支援組

織としては英国で初めてのものであった。貿易産業省が社会的企業室（SEU）を設置した

のは、この 3 年後である。2003 年には、社会的企業連合（Social Enterprise Coalition：
SEC）と呼ばれる中間支援組織の全国組織ができた。 
設立以来、社会的企業という存在のプロモーションや、政府に対するロビー活動をした。

現在は、労働党も保守党も社会的企業を支援している。その他の活動としては、以下のよ

うなものがある。 
① 起業の支援 
② 会員企業への支援、名簿の作成（http://www.sel.org.uk/directory/） 
③ 研修の実施 
④ 社会的企業に関する調査 

（例 Social Impact Measurement for Local Economies：SIMPLE） 
⑤ コンサルティングサービス 
フルタイム職員は 10 名、パートタイム職員が 2 名働いている。仕事が忙しくなると 16

～17 名になる。SEL の事務所のある建物には、チャリティ団体や社会的企業ばかりが 50
団体くらい入っている。SEL のある 3 階には 10 団体が間借りしており、家賃は机の数に基

づいて決められる。これは、CAN MEZZANINE という組織が始めた不動産管理手法であ

る。SEL はクライアント・関係者（政府・民間企業等）がコンタクトし易いようにロンド

ンの中心にいる必要があるのでここを借りている。CAN MEZZANINE 自体も社会的企業

である。 
SEL の会員は約 1,100 団体・個人。年会費は個人が 10 ポンド22、法人は 45 ポンド。SEL

はロンドン開発庁（London Development Agency）とロンドン評議会（London Council）
からの補助金を受けている。補助金により、会員組織への電話でのアドバイスなどを行う。 

現在取り組んでいる課題のひとつに、2012 年のオリンピックに社会的企業の参加を促進

することがある。オリンピック開発当局（Olympic Development Authority）という組織が

その調達を担っている。社会的企業も受注できないかと考え、その支援をしている。オリ

ンピック関連の調達への受注には「供給ロンドン（Supply London）」や「ロンドン・ビジ

                                                  
22 2009 年 1 月現在、1 ポンド＝約 140 円。 
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ネス・コネクト（London Business Connects）」といった、調達窓口への事前登録が必要と

なる。 
「社会的企業：2012 年の勝利（Social Enterprise：Winning with 2012）」という名称の

プロジェクトを内閣府サード・セクター室の支援で SEL と SEC が実施している。このプ

ロジェクトは、①社会的企業の声を政策担当者と調達関係者に伝え、②調達情報を社会的

企業に伝えることを目標としている。活動の一つの例としては、イングランド各地方で競

技を一種目は行われるように働きかけることがあげられる。 
 
SEL ホームページ http://www.sel.org.uk/index.html 
 
（2） 社会的企業ウェスト・ミッドランズ（Social Enterprise West Midlands） 

社会的企業ウェスト・ミッドランズ（以下「SEWM」）は、イングランドのウェスト・ミ

ッドランズ州にあるコベントリーという都市にあり、バーミンガムからは東へ 25 キロであ

る。イングランドに 9 つある社会的企業中間支援組織の一つである。 
SEWM にはフルタイム職員が 4 名、他に 2 名働いている。事務所はコベントリー・ワー

ウィックシャーのコーポラティブ開発庁（Coventry & Warwickshire Co-operative 
Development Agency）の事務所中にある。現在の体制になったのは 2007 年 6 月からで、

アドバンテージ・ウェスト・ミッドランズ（Advantage West Midlands：AWM）という地

域開発庁（Regional Development Agency）が SEWM に資金援助をするようになったため

である。RDA はもともと経済開発を進める組織だったが、最近は社会的排除への対策や少

数民族のことも扱うようになった。 
AWM は専門センター（Centre of Expertise）という名称で、次の３つの組織を設立・支

援している。 
① 青年企業専門センター（Young People’s Enterprise Centre of Expertise） 
② ウェスト・ミッドランズ少数民族企業専門センター（West Midlands Ethnic Minority 

Enterprise Centre of Expertise） 
③ 女性企業専門センター（Women's Enterprise Centre of Expertise） 

SEWM はウェスト・ミッドランズ社会的企業専門センター（Centre of Expertise for 
Social Enterprise West Midlands）として支援されている。SEWM の目的は社会的企業を

増やすことにある。若者に限定した起業支援23は、青年企業専門センターが担当している。

起業志望の若者と銀行が直接、面会しても話がかみ合わないことが多いので、青年企業専

門センターが仲介する。プリンス・トラスト24（Prince’s Trust）も 14～30 歳の若者支援を

行っており、ウェスト・ミッドランド地域にも事務所がある。起業や企業経営については、

                                                  
23 社会的企業のなかでも、心身に障害を持つ人等を対象に職場を提供するのは、ソーシャル・ファーム

（Social Firm）と呼ばれている。英国ソーシャル・ファーム（Social firms UK）という全国組織もあり、

ホームページは次のとおり。http://www.socialfirms.co.uk/ 
24 NEET の若者を支援する、チャールズ皇太子が会長を勤めるチャリティ団体 
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ビジネス・リンク・ウェスト・ミッドランズ25（Business Link West Midlands）も支援し

ている。 
SEWM の会員数は、2 年前には 20 だったが現在は 215 になった。会費は無料である。

ただし、会員を対象とした研修などは有料で行う。会員企業の約半分は、病院、保育、土

木、建物のメンテナンス、家具、映像撮影などに関係する企業が占め、残りの半分はコン

サルティングやプライマリーケア・トラスト（PCT）などの業務をしている。製造業、建

設は少ない。 
SEWM は 2007 年 11 月に AWM の委託により、ウェスト・ミッドランド地方の社会的企

業についての調査を行った。その調査によると、ウェスト・ミッドランド地方の社会的企

業は 5,514 社、女性により経営されているのは 36％だが、黒人とマイノリティーによる社

会的企業は 3.9％しか存在しない。社会的企業には約 15 万人、ウェスト・ミッドランド地

域の雇用のうち 6.58%を占めており、社会的企業連合（SEC）の調査によるイングランド

平均の 5%を上回る。約 4 割の社会的企業はコミュニティを対象とした事業をしており、残

りの企業の多くも、不利な立場にあるグループを対象にしている。社会的企業間の協力は

あまり活発ではなく、規模が小さいので大規模な調達事業になかなか参加できない。一般

の小規模企業と同様に、会計、資金繰り、事業計画の作成が社会的企業の課題であるとの

調査結果がある。 
AWM によれば、ウェスト・ミッドランズ地域は他の地域の平均に比べ 100 億ポンド程度

生産性が低い。この地域は、以前はローバー社、プジョー社、ジャガー社等、自動車など

の大規模な製造業とその関連会社による雇用機会に依存していた。しかし自動車産業では、

ジャガーを除いて撤退してしまった。社会的企業の力でこれら大規模製造業による雇用を

吸収するのは、現状では容易ではない。 
 
SEWM ホームページ  http://www.socialenterprisewm.org.uk 
 
 
5.2 社会的企業を育成・支援するための施策 
社会的企業は 1990 年代の英国の社会的排除政策の中で発展してきた。1990 年後半に初

めて公的文書の中で「社会的企業」という言葉が使用され、それ以降、現在までに社会的

企業とみなされる企業が連合王国全体で 55,000 社と言われるまでに至った。その過程には

社会的企業を積極的に育成していこうという政府の意図と、それに伴う支援施策があった。

以下にその変遷について述べる。 
 

                                                  
25 ビジネス・リンクは起業を支援する英国政府の機関で、ここではそのウェスト・ミッドランズ地域の事

務所を指している。 
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（1） 社会的企業室の設置 

社会的企業室（Social Enterprise Unit）は 2001 年に貿易・産業省内に設置された。そ

の目的は、政府の戦略的政策決定に必要な情報を提供することであった。発足後、社会的

企業室は社会的企業関係者からなる 8 つのワーキンググループを設置し、社会的企業分野

発展のための阻害要因を特定している。 
社会的企業分野の発展阻害要因 

• 社会的企業の持つ特定の能力と価値に対する理解の不足 
• 社会的企業の存在価値・効果をサポートする実証情報の欠如 
• 利用できるアドバイス・支援の散在 
• 活動を促進する環境下での社会的企業のニーズ、特徴に対する限られた配慮 
• 広範囲にわたる多様な技能と知識もあいまった、社会的企業分野の団結力の欠如と複雑

さ 
 
社会的企業室の役割 

• 社会的企業に影響のある政策の調整役、中心機関として活動する。 
• 社会的企業を支援・促進する。 
• 社会的企業成長のための障害を取り除く。 
• 成功事例の特定とその普及を行う。 
 
また社会的企業室は、後に述べる「成功のための戦略」支援のために、必要な場所で、

必要な行動が取られるためにその役割を果たす。そのために、政府、地域、戦略を実践し

ている関係各者と協力し、かつ支援する。 
 
（2） 社会的企業－成功のための戦略 

社会的企業室設置の翌 2002 年に、貿易・産業省は、『社会的企業：成功のための戦略26』

を発表し、その中で社会的企業分野支援のための具体的施策を述べた。 
1） 戦略的ビジョン 

社会的企業に対する以下のビジョンを掲げている。 

「包括的、かつ成長する経済を補強するダイナミックで持続可能な社会的企業」 

政策目的を達成するために、社会的企業は重要な役割を果たしうるとし、以下の社会的

企業の役割を述べている。 
• 生産性と競争力の向上を支援する。 
• 社会的に包括的27な（あらゆる人々が公平に享受できる）富の創出に貢献する。 

                                                  
26 Department of Trade and Industry（2002）Social Enterprise: A strategy for Success 
27 “inclusive” 障害や困難のある人もない人も、分け隔てなく平等かつ公平に扱われることを指す。 



 164 

• 住民一人ひとりやコミュニティによる、近隣地域の再生に向けた活動を可能にする。 
• 公共サービスの提供と改革に関し、新たな手法を提示する。 
• 包括的（あらゆる人々が公平に参画できる）社会と活発な市民性の発展を支援する。 
 

2） 目指すべき３つの成果とその成果を達成するための行動 

社会的企業局が特定した、社会的企業分野の発展阻害要因を克服し、発展させていくた

めに、政府として行うべき次の 3 つの成果と行動をあげている。 
① 活動を促進できる環境を創出する。 
② 社会的企業の活動をより質の高いビジネス活動へ発展させる。 
③ 社会的企業の存在価値を確立する。 
 
活動を促進できる環境を創出する 

• 法整備、規制に関して－PIU28の推薦事項を実施する。 
• 公的調達－社会的企業への理解を深めるために、パートナーと協同する。 

公的調達における成功例を集結したツールキットを準備し、普及させる。 
 
社会的企業の活動を、より質の高いビジネス活動へ発展させる 

【ビジネス支援とトレーニング】 

• 全てのビジネス・リンク（Business Link29）によって、社会的企業が支援され、中小

企業局、貿易・産業省によって枠組みを整え、社会的企業利用できるようにする。 
• 社会的企業向け補助金の枠組みを監視し、必要性を検討していく。 
• ネットワーク化を促進する。 
• 既存の社会的企業が利用可能な助言、情報、ウェブサイトを見直し、必要なものを整備

する。 
• トレーニングについて社会的企業、地域開発局と検討する。 
• ビジネス／財政支援を発展させる。 
• 社会的企業の成功事例の普及方法を検討する。 
 
【財政と資金】 

• 社会的企業市場において、コミュニティ開発金融機関の財政を充実させ、市場でのサー

ビスを改善する。 
• コミュニティ開発金融機関、その他銀行、ベンチャー投資家、ベンチャーキャピタル等

の資金で、社会的企業が利用可能なものを調査すること。需給ギャップや障害を特定し、

問題に対処する。 

                                                  
28 Performance and Innovation Unit エネルギー分野における改善を提案したもの。 
29 Business Link とは地域アドバイザーよるビジネスへのアドバイス等の無償支援サービスである 
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• 社会的企業向け会計講座プログラムを開発する。 
• 資産を社会的企業へ移す際に発生する障害への対処方法を模索する。 
• クローバック制度30への理解、実践を促進する。 
 
社会的企業の存在価値を確立する 

【知識基盤の確立】 

• 広範な分野、かつ多様なケーススタディを網羅したデータベースを開発する。 
• 調査を通じて、社会的企業分野のベースライン（比較の基準となる）データを構築する。 
• 将来の調査を考慮に入れ、比較可能性を改善するために、社会的企業のマッピングに関

するガイダンスを作成する。 
 
【成果の認証と普及】 

• 「社会的企業賞」となどの表彰制度を継続していく。 
• その他の表彰制度を支援していく。 
• 主要対象者のニーズを満たすために、社会的企業分野と協同し、促進・委託に関わる資

料を見直していく。 
• 社会的企業が将来の職業の選択肢になるように啓発活動を行う。そのために社会的企業

が学校に関与することを推奨する。 
• 社会的企業が主流の企業家プログラムに包括されるように取り組む。 
• 社会的企業連合を支援し、かつ協力する。 
 
【信頼の創出】 

• 社会調査の手法に関する調査を支援し、社会・経済効果を計測する最も効果的な方法を

特定し、その普及を図る。 
• 分野内の品質基準、ブランド設定の枠組みの開発を検討する。 
 

3） 成果実現のための施策 

上記「2）目指すべき 3 つの成果とその成果を達成するための行動」で述べた、3 つの成

果を達成するために掲げられている施策は以下の通りである。 
• 省庁横断的機関の設置 
• 外部コンサルタント機関の設置 
• 専門分野別サブグループの設置 
• 必要に応じて省庁横断会議の実施 
 

                                                  
30 Clawback。利益等に関する払い戻しの制度 



 166 

（3） サード・セクター室 

2006 年、これまで社会的企業の支援を担ってきた社会的企業室を吸収した、サード・セ

クター室（Office of the Third Sector）が内閣府内に設立された。これにより、今後の社会

的企業の支援の管轄がサード・セクター室へと移行した。 
 

1） ビジョンと目的 

ビジョン 

人々が社会を変革すること、サード・セクターが活躍できる環境作りをおこなうことを

支援する。 
目的 

サード・セクターが英国の社会、経済、環境に貢献、成長できる環境作りとその支援を

行うこと。また中央政府、地域事務所、サード・セクターと協力して以下のことを行う。 
• 特に社会的排除のリスクがある人々のために活動し、彼らの能力を引き上げる。 
• 社会のあらゆる分野の人とともにコミュニティを強化する。 
• サービス提供、計画、革新、活動を通じて公共サービスを変革する。 
• ビジネスと社会的ゴールを融合させ、社会的企業の発展、成長を可能にする。 
 

2） 役割 

サード・セクター（ボランティア、コミュニティ・グループ、社会的企業、チャリティ、

相互扶助団体）が発展する環境作りを、政府内にて実施することを役割とする。またサー

ド・セクターが変革、公的サービスの提供、社会的企業の発展、コミュニティの強化に寄

与できるように支援する。 
• 政府とサード・セクターのパートナーシップを向上するために、政府横断的活動を行う。 
• サード・セクターの発展のためのプログラムに支援を行う。 
• サード・セクターのための政策、規制を整える。 
• サード・セクターと政府の事例を伝えるための分析、事例の実証を行う。 
 
（4） 社会的企業行動計画 

サード・セクター室は、発足後『社会的企業行動計画：新たなる高みへの向上31』を発表

し、『社会的企業：成功のための戦略』から続く施策に加え、新たな政策を掲げている。以

下、その主なものを紹介する。 
• 社会的企業の認知度をあげるために、20 名の社会的企業促進大使を任命する。 
• 若者への社会的企業認知度向上のためのプログラム「あなたの声を：人生を変えよう32」

                                                  
31 Office of the Third Sector (2006) Social enterprise action plan: Scaling new heights 
32 Make your Mark: Change Lives。これは Make Your Mark と社会的企業連合による、若者向けの社会的企業認

知度向上のための年間を通じたキャンペーン活動である。 



 167 

を実施する。 
• 社会的企業に関するガイダンス資料の学校への配布、学校がどのように社会的企業と協

力できるかについての事例の普及を行う。 
• 資格・カリキュラム局と協力し、社会的企業のビジネスモデルを中等教育修了一般資格

（GCSE）のシラバスに導入する。 
• 大学と協力し、卒業後の就職先として、社会的企業を広報する。 
• 中小企業局と協力し、社会的企業についての研究を促進する。 
• 社会的企業とその他の民間企業の協力を促進する。 
• ビジネス・リンク（Business Link）を改善するために、地域開発局へ 2007-08 年度に

50 万ポンド、その後は毎年 180 万ポンドを出資する。 
• 社会的企業にとって必要な特別技能を特定し、トレーニング、教育によってそれらが満

たされるのかを確認する。 
• 社会的企業向け投資のために、1000 万ポンドを準備する。 
• 中小企業局、地域開発庁と協力し、社会的企業向け会計トレーニングを支援する。 
• 社会的企業の認知度向上のため、「社会的企業の日」を設定する。 
 
（5） その他関連機関 

サード・セクター室が主要な社会的企業分野支援のための部門になるが、それ以外にも

社会的企業支援に重要な役割を担う部門が存在する。 
1） 中小企業局 

貿易・産業省内にある中小企業局は、その名の通り中小企業を対象にトレーニングなど

の支援を行っている。しかし、社会的企業の発展とともに、その支援対象に社会的企業を

含めるようになっている。イングランド地方に 45 あるビジネス・リンクの計画は、社会的

企業支援を盛り込むようにしている。また、中小企業局によって行われている財政支援枠

組み：コミュニティ開発金融機関（CDFIs33）、コミュニティ開発ベンチャー基金、フェニ

ックス基金34、の支援対象に社会的企業が含まれるようになった。 
 

2） 地域開発庁と政府地域事務所の役割 

地域開発庁と政府地域事務所は、社会的企業の潜在能力が地域で認識されるように活動

し、そのために重要な役割を担っている。そのために地域開発局はイングランド地方全体

に、社会的企業ネットワークを設立している。各地域での取組は次のとおりである。 

                                                  
33 Community Development Financial Institutions 
34 この基金は 1999 年に貿易・産業省によって設立され、荒廃した地域での企業活動を促進することを目

的としている。 
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イースト・イングランド地域 

「イースト・イングランド社会経済支援」パートナーシップを支援している。これは、

革新的なコミュニティ開発を支援する金融機関の設立や、ネットワークの促進、成功事例

の共有、公的サービスの提供における社会的企業の役割強化等を行っている。 
 
イースト・ミッドランズ地域 

地域事務所と地域開発庁は、社会的企業と近隣再生活動が機能的に連結するように協力

している。地域開発庁は「社会的企業イースト・ミッドランズ（Social Enterprise East 
Midlands：SEEM）」の支援を積極的に行い、社会的企業が発展する基盤作りを行っている。

SEEM は既存の社会的企業や新しい社会的企業を支援しており、監査のノウハウを含む各

種トレーニングを実施するとともに、地域での研究活動などを行っている。 
 

グレーター・ロンドン 

ロンドン開発局は、ロンドンの経済発展に社会的企業が重要な役割を担うと考えている。

2001 年に発行した「経済発展戦略」で、社会的企業分野の発展支援と、社会的企業への投

資の流れを促進することを謳っている。その支援の一つの例として、「コミュニティ企業：

3 年スキーム」が、社会的企業ロンドン（SEL）によって実施されている。これはロンドン

を拠点としている社会的企業に対する財政等への支援である。 
 
ノース・イースト・イングランド地域 

この地域では、「ノース・イースト地域社会的企業パートナーシップ」を設立し、社会的

企業向けの能力開発プログラムを提供している。2002 年から 2005 年の間に、このプログ

ラムに対して 240,000 ポンドの資金を提供している。またビジネススクールと協力し、ト

レーニングなどを実施している。 
 
ノース・ウェスト・イングランド地域 

ノース・ウェスト地域開発局では社会的企業分野を発展させるために、2002 年より 3 年

間で 2,500 万ポンドの投資を行う。 
 
サウス・イースト・イングランド地域 

地域開発局は、成功事例の普及、既存の企業の支援、トレーニング・プログラムの見直

し、社会的企業の成長に対する阻害要因の排除を行うとともに、社会的企業セクターのた

めの支援センターの設立を検討している。またコミュニティ・市債などによる社会的企業

支援を検討している。 
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サウス・ウェスト・イングランド地域 

地域開発局は、社会的企業セクター強化のため、「社会経済のための地域整備パートナー

シップ」の設立を支援し、研究などを行っている。また地域会議を開催し、社会的企業の

への理解の促進に努めている。 
 
ウェスト・ミッドランズ地域 

社会的企業の発展は「ウェスト・ミッドランズ経済戦略」の重要課題として取り上げら

れている。アドバンテージ・ウェスト・ミッドランズという当該地域を所管する地方開発

庁が、中間支援組織の社会企業ウェスト・ミッドランズへの資金援助などを行っている。 
 
ヨークシャー・ハンバー地方 

『コミュニティ・パートナーシップの促進：ヨークシャー・ハンバーの社会経済』を発

表し、社会的企業を支援する社会経済枠組みをつくっている。 
 

 

図Ⅱ-5-7：社会的企業の地域ごとの中間支援組織35 

 

 

                                                  
35 社会的企業ロンドンのホームページ http://www.sel.org.uk/docs/Regional%20Social%20 
Enterprise%20Support%20Agencies%202008%20SEL%20Colours.pdf を参考に作成。 

North East Social Enterprise Partnership 
http://www.nesep.co.uk 

Social Enterprise Yorkshire & The Humber 
http://www.seyh.org.uk 

Social Enterprise East Midlands 
http://www.seem.uk.net 

Social Enterprise East of England
http://www.seee.co.uk 

Social Enterprise London 
http://www.sel.org.uk 

SE2 Partnership 
http://www.se2partnership.co.uk

RISE 
http://www.rise-sw.co.uk 

Social Enterprise Network 
http://www.sen.org.uk 

Social Enterprise West Midlands 
http://www.socialenterprisewm.org.uk 
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表Ⅱ-5-1：社会的企業の支援政策の変遷 
 

年 政府の社会的企業支援関連政策 

 
1997 

 
2001 

 
 
 

2002 
 
 

2004 
 

2006 
 
 
 
 
 
 

2007 
 
 

2008 
 

 

 
・社会的排除対策室（SEU）設置 
 
・近隣地域再生全国戦略開始 
 
・貿易産業省内に社会的企業室設置 
 
・貿易産業省『社会的企業：成功のための戦略』 
財務省『クロスカッティング・レビュー』公表 

 
・コミュニティ利益会社（CIC）創設（2005 年より登記可能に） 
 
・内閣府にサード・セクター室（OTS）設置 
社会的企業室も OTS に統合 

 
・内閣府が『社会的企業行動計画：新たなる高みへの向上』を刊行 
 
・内閣府『公共サービスにおけるパートナーシップ』公表 
 
・内閣府「戦略的資金助成計画」の対象をソーシャル・エンタープライ

ズに拡大 
 
・コミュニティ・地方自治省に社会的企業ユニット創設 
 

出典：塚本一郎、山岸秀雄（2008）、「ソーシャル・エンタープライズ 社会貢献をビジネスにする」、丸善、

p.49 を基に作成。なお、訳語等を本稿に合わせて変更した。 


