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5.3 青少年施策と社会的企業 
社会的企業が青少年施策に貢献する方法としては、主に 2 つの関与の仕方がある。ひと

つは青少年やその親を対象とした事業を行うことであり、もうひとつは就職に困難を抱え

る若者などを積極的に雇用することである。本節ではまず、社会的企業による児童ケア事

業に関する社会的企業ロンドン（SEL）が作成した 2 つの手引書により、社会的企業が子

どもを対象とした事業を行う方法論の一例を紹介する。そして次に、若者を支援している

社会企業の事例をいくつか挙げ、その多様な取組について概観する。 
 
5.3.1 児童ケアに関する手引書の概要 

ロンドンの社会的企業を支援する SEL は、ロンドン市長の言葉を引用しながら、働く親

たちの需要に応えるため、児童ケアがロンドンにおける非常な重要な課題であるという認

識を示している36。そして、安価で質の高い児童ケア・サービスを供給することは難しいと

しながらも、社会的企業が政府機関との協力により、新しいビジネスモデルを構築し、そ

の需要に応える可能性を示唆している。こうした背景から、SEL は児童ケアに関する 2 冊

の手引書を発行した。『社会的企業による児童ケア（Social Enterprise Childcare）』と『児

童ケアに携わる社会的企業のための共同事業体モデル（Consortium Model for Childcare 
Social Enterprises）』である。以下、それぞれの概要について解説する。 

 
（1） 社会的企業による児童ケア 

1） 目的 

本手引書の目的は、児童ケア分野の活動に関心がある人が、効率的に社会企業モデルを

取入れるためのガイダンスを示すことである。 
 

2） 背景 

近年、児童ケア・サービスを利用しにくいということが、経済発展への阻害要因として

認識されてきている。就労したい家族や片親にとって、質がよく、手ごろな価格の児童ケ

アは欠かせないものとなっている。また企業にとっても、潤滑に経営を行っていくために

信頼できる児童ケア・サービスは必要なものである。そのような環境下、特に従来の民間

企業が経営する児童ケア・サービスでは利益の見込みがなかったような貧困地域では、社

会的企業モデルを採用した児童ケア・サービスの提供が関心を集めている。また、2003 年

に公表された「ロンドン児童ケア戦略37」では、2011 年までに片親の労働市場への参画を

向上させ、2020 年までに児童貧困を撲滅することを謳っている。 
 

                                                  
36 http://www.sel.org.uk/factsheet_childcare.html 
37 London Childcare Strategy  http://www.london.gov.uk/mayor/strategies/childcare/index.jsp 
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3） 社会的企業と児童ケア 

社会的企業の主な 3 つの特徴は、社会的目的、ビジネス志向、社会によるオーナーシッ

プである。児童ケア分野についてみると、その社会的目的は、サービスの高い質、手ごろ

な価格でのサービス提供である。そのようなサービス提供のための関係者としては学校、

地元企業、親、地方当局があげられ、社会的企業のモデルとしては以下のようなものがあ

る。 
 

協同組合（Co-operatives） 

このモデルは失業、社会福祉サービスの欠如といった社会ニーズに応えるため、相互扶

助の概念に基づいたモデルである。一般的なものには労働者組合（worker co-ops）と、混

合協同組合（mixed co-ops）がある。労働者組合の成長は、従来賃金が低く、社会的地位も

高くなかった児童ケア産業における雇用創出によってもたらされた。この分野での課題は、

優秀なスタッフの採用と継続雇用であった。混合協同組合は、様々な利害関係者による協

同組合である。 
 
複数関係者モデル（Multi-stakeholder model） 

このモデルはコミュニティ保育所から発展してきた。「複数関係者児童ケア社会的企業」

は地元のコミュニティに根付いた複数のグループに所有されている。グループには、質が

高く、手ごろな価格の児童ケアの発展に関心のある個人、あるいは組織が含まれる。一般

的には、親、職員、会社経営者、大学、保健機関などである。 
 

共同事業体モデル（Consortium model） 

これは複数関係者モデルと多少異なる。ビジネスとして存続していくために、規模を拡

大することを設立の目的としている。一般的に、小規模な組織は、求められる多様で質の

高いサービスを実施するが不可能とみなされている（「5.3.1（2）児童ケアに携わる社会的

企業のための協同事業モデル」参照）。 
 

4） 児童ケア市場 

英国の児童ケア分野は、保育所、デイケア、学校外活動サービス等多くの提供者が存在

し、分野としてはまとまっていない。この多様なグループが、社会的企業の活動には役に

立つ。なぜならば、各者がサービスを補完しあい、必要に応じてその専門性を活用できる

からである。政府は、「児童ケア戦略」の中で、包括的児童ケア・サービスの提供を掲げて

いる。児童ケア戦略に掲げられた成果目標のいくつかを列記する。 
• 2010 年までに 3,500 の子どもセンターを設立し、全ての家族にサービスを提供する。 
• 3～4 歳向けに無償の教育の場を提供する。従来の週 12.5 時間、年 33 週から、週 12.5

時間、年 38 週へと、2006 年までに拡大する。2010 年までに、週 15 時間、年 38 週、
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最終的には週 20 時間 38 週を目指す。 
• 2010 年までに 5～11 歳の児童が、1 年を通して手ごろな価格で利用できる、学校を基

にした児童ケア・サービスを利用できるようにする。また、全ての中等教育学校が午前

8 時～午後 6 時まで開校されるようにする。 
 
また、社会的企業が児童ケア市場でサービスを行うにあたり、影響を与える要因は次の

とおりである。 
• 人口 
• コミュニティの特徴 
• 児童ケアへのニーズ 
• 児童ケア市場の構成 
• 地方当局の児童ケアにおける政策 
 

5） 児童ケア社会的企業の市場調査 

社会的企業が児童ケア市場で成功するためには、その市場調査・分析は欠かせない。そ

の主な調査・分析対象は以下の通りである。 
① 地元の市場の理解 
需要と供給の差を分析し、必要なサービスを特定することが必要である。そのためには

各機関から出版されている報告書などを利用し、以下の項目を分析する必要がある。 
• 特定の文化的背景を持ったサービス提供者はどの地域で、どのようなサービスを提供し

ているのか？ 
• 地域ではどんな児童ケアが必要か？ 
• コミュニティの人口分布は？ 
• 将来予測は？ 
• 既存の施設・サービスへの懸念は？ 
 
② 児童ケア市場の理解 
女性の労働市場への進出、人々の就労形態の変化は児童ケアの需要に影響がある。需要

の背景として以下のような状況があげられる。 
• 出産後の女性は仕事、とくにパートタイム労働へ復帰することがある。イギリスは欧州

連合の中でもパートタイムで働く女性が最も多い。 
• 仕事に復帰する片親の数も増えている。48.6％の片親が職についている。27.9％がパー

トタイム、20.7％が正規雇用である。 
• 就労中の親は児童ケアを必要としている。働いている女性のうち、48.6％は扶養すべき

子どもを抱えている。 
• 従来の月～金、9～17 時の就労形態は変わってきており、3 分の 2 の家庭では従来の勤
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務時間外でも働いている。 
 
③ マーケティング計画 
マーケティング計画は、組織が達成しようとしている目標について、長期的な視点を与

えてくれるため重要である。そのために確認すべきマーケティング手法、確認する事項に

は以下のようなものが含まれる。 
• マーケティング目的：具体的で、計測可能で、達成可能な、現実的な、実行時期が明確

な計画（SMART：Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time-tabled） 
• ４P：製品、価格、場所、プロモーション（Product, Price, Place, Promotion） 

- 製品：提供するサービス 
- 料金：顧客へ請求する金額 
- 場所：利用しやすいか、近くにサービスを補完できるサービス提供者がいるのか、

利用可能な駐車場はあるのか？ 
- プロモーション：サービスを広報する方法 

• 計画の関係者への伝達 
• 進捗状況の評価と見直し 
 
マーケティング計画のためにすべきこと 
• 組織戦略の明確化 
• 組織規模、文化、環境にあった計画策定 
• 計画についての議論 
• 計画策定に必要な時間への認識 
 
マーケティング計画のためにすべきでないこと 
• 安易な情報分析 
• 過去のデータに基づいた将来分析への過度の時間の浪費 
• 計画への必要以上の固執 
 
④ ネットワーキング 
ネットワーキングは、新たなビジネスの発見の機会を与えてくれる。その機会を最大限

利用するためには、組織としてどんなネットワークに参加し、またネットワークからどん

な利益が得られるかを特定する必要がある。例えば、児童ケアの社会的企業であれば、地

方当局のネットワーク、児童ケアのパートナーシップは財源、情報を入手する場所になる

であろう。 
 



 175 

6） 財務運営 

財務に関していえば、50％以上は事業収入であることが望ましい。また、有形資産の所

有や、トレーニングの提供事業等による用途の特定された収入は財政の安定に貢献する。

貧困地域におけるサービス提供では、税制上の制度を活用することで、サービス提供者は

適正市場価格で対価を受取り、家庭は税制上の優遇措置により、安価でサービスを受ける

ことができる。需要サイドだけでなく、供給サイドについての検討も必要である。教育水

準局は、2 歳未満への児童ケア・サービスを提供する場合、乳幼児 3 人に対し 1 人の職員の

配置を求めており、費用がかかる。 
次に不動産・動産にかかるコストである。これらを購入するには、数百万ポンドの費用

が発生する。このため、多くの組織は地方当局と協力し、安価な場所を貸借している。他

に考慮するものとして運営費がある。例えば食料などの消費財の場合には、親が持ち寄る

ことによってコストを削減することができる。 
これ以外には、価格体系を簡素化・明確化することである。ひとつの手法として、低所

得者向け、兄弟向けの減額措置を取ることで、補助金を獲得できる場合がある。しかしこ

の場合は、減額措置の対象者数に制限を設けることが必要である。 
 

7） 事業計画 

事業計画は、出資をする関係者、またパートナーとなる関係者にとって必要なものであ

る。また組織内部の職員や関係者も、その内容を理解しなければならない。以下にそのテ

ンプレートを示す。 
 

 
要約 
・ 児童ケアに携わる社会的企業の目的を言及 
・ 組織の求められる予算規模を言及 
・ 関係する機関、理事会に関する詳細情報の提供 
・ 利益を受ける可能性のある組織に対してその利益について言及 
・ 現状の言及 
 
市場調査 
・ 人口 
（人口統計と予測、家族の規模、女性の活動、片親、人種背景、家計の収入、教育・職業
訓練レベル、顧客の動向、平均寿命） 
 
・ 地域の健康・環境 
（子どもの食習慣、子どもの病気の発生、親の薬物・アルコール依存、緑地、住居環境、
空きスペースの活用） 
 
・ 地域の関係者 
（地方当局、地域の会社経営者、学校、大学、地域組織、公共住宅機関、再開発機関） 
 
・ 他の児童ケア・サービス提供者 
（提供サービス内容、手法、対象家族、価格、補完サービス提供の可能性、協力の可能性、
その他） 
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・ 地域の児童ケアへのニーズ 
（地域での児童ケアへのニーズ、潜在的顧客、顧客の支払能力、顧客の経営への関与の可
能性、他の関連サービス） 
 
サービスの内容 
・ 組織のサービス内容の言及 
・ 特徴と利益の概要 
・ サービス品質管理戦略の概要 
 
法制 
一般的に児童ケアに携わる社会的企業が検討する事項 
・ チャリティ団体登録への申請 
・ 組織拡大時の組織の見直し 
・ 新しい組織体制を新しい組織のために設立する 
・ 既存の体制の下に、理事会を設立する 
 
運営計画 
・ 組織方針 
・ 営業時間 
・ 対象年齢 
・ 設備とその他の資源 
・ 効率的サービス提供のための経営 
 
チーム 
・ 役割・採用方法 
・ 資格と経験 
・ チーム体制図 
 
実行計画 
児童ケア社会的企業を始める、あるいは拡大する前に検討すること 
・ 場所の確保あるいは拡大 
・ 登録手続きに関し、教育水準監査局と地域の児童サービスとの連絡 
・ 社会企業への転換、あるいは業務の確立 
 
児童ケアに携わる社会的企業の市場調査 
・ 潜在的顧客 
・ 潜在的関係者 
・ 児童ケアに携わる社会的企業としての組織の存在意義と気風 
・ 社会的企業を発展させていく上で協力できる関係機関の特定 
 
価格規則 
・ 価格構造の概要 
・ 料金徴収方法 
・ 未払い者への罰則 
 
財務情報 
新たに社会的企業を始めるとき、あるはい拡大するとき 
・ キャッシュフローの見込み 
・ 損益表 
・ 貸借対照表 
 
危機分析 
・ 問題発生時の危機管理計画 
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事業計画の策定を開始する前に、SWOT（Strength, Weakness, Opportunity, Threats： 
強み、弱み、機会、脅威）分析を行うと効果的である。SWOT 分析では、4 つの項目それ

ぞれについてリストを作成するものである。その際には、分析的で具体的であること、報

告書には有効なものを選択して記載すること、分析に適切な人材を選んで実施させること、

適切なリーダーまたはファシリテーターを選出することが重要である。一方、弱点を隠蔽

したり、失敗リストのみを策定したりすること、外部要因を無視することや、責任の擦り

付け、計画策定のプロセスの中で後から現れる成果を無視するといったことは、避けるべ

きである。 
また、事業計画策定の進捗状況を確認するために、行動計画があると効果的である。以

下に行動計画の例を示す。 
ステップ１ 
児童ケアの背景、顧客、開始時期、過去の実績状況（すでにある場合）、事業に影響を与える要因の記述 
 
ステップ2 
目標の確定：短期目標、長期目標の達成度合いを測る具体的な指標（例：運営委員会の選出など）の記述 
 
ステップ3 
市場分析：児童ケア・サービスが強固な市場を維持していけると投資家が納得できるような事業計画を策定 
 
ステップ4 
マーケティング手法策定：マーケティング計画の形式が最適、親や他の利用者にアプローチする戦略を示す 
・企業イメージ、社風、社会的目的 
・公告、公共への露出を行う媒体 
・他との差別化（自社のマーケティング技術や他企業の方法を考慮） 
 
ステップ5 
登録の手続きの確認：コミュニティ関連機関との討議、運営体制、問題発生時の対処（運営委員会の解散時

など）について 
 
ステップ6 
財政計画：投資家の役割、収支情報、借り入れの返済計画、各手続き手順など 
 
ステップ7 
運営方法の検証：組織体制、責任の所在と、組織の能力 
 
ステップ8 
組織の所有形態の確認：会社の形態、これまでの出資の状況 
 
ステップ9 
リスク、成功分析。負･正の影響を与える要因分析（IT技術、経済環境） 
 
ステップ10 
結論：組織としての強み、方向性、予測売上、各時期の明確化の概要 
 
ステップ11 
要旨の策定 
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（2） 児童ケアに携わる社会的企業のための共同事業モデル 

 
1） 背景 

出産後に親が仕事へ戻る際の課題は、手頃で利用しやすく、サービスの質が高い児童ケ

ア・サービスがないことである。その理由として、スタッフの確保が困難であること、児

童ケア・サービスへの理解が不足していること、サービス提供者の間で好事例が確立され

ていないことなどが挙げられるが、最大の要因は経費である。政府の規定では、2 歳未満へ

のサービスには子ども 3 人に対して 1 人の職員を配置することとなっている。しかし、本

来必要な経費をカバーするほどの料金を利用者は負担できないため、スタッフの給与水準

が低くなり、他の分野で働いた方が高い給与を得ることができるという結果を生み出す。 
このような背景から、社会的企業が民間企業に比して強みを持てる分野でもある。とい

うのも、民間企業は利益配分を求める株主が存在するが、社会的企業は社会的目的のため

に、ビジネス的手法を用いて、効率的に事業を運営し、発生する利益を事業にそのまま再

投資することで、事業を継続していけるからである。 
英国における児童福祉サービス分野は、最も成長している分野の一つである。その市場

規模は 22 億ポンドで、130 の大規模な組織がその 16％を占めていると見られている。児童

ケアは現状では細分化された分野であるが、Asquith Court, Leapfrog, Jigsaw のような民

間企業は、コスト削減や中央管理による運営などにより、ブランド力をもって市場シェア

を拡大すると予測されている。しかし、持続可能性に対する更なる革新的アプローチとは、

新しい活動からの収入を模索することであり、それは多くのアイデアを生み出し発展させ

得る共同事業体から生まれる可能性が高いのである。こうしたアイデアには、児童ケア、

託児所、デイケアなど児童福祉ベンチャーに加え、トレーニング、児童ケア支援パッケー

ジやマーケティング・ツールの開発等の、補完的なサービスも含まれるかもしれない。 
以上のような背景により、社会的企業が児童ケア市場で活躍する潜在能力を秘め、また

それを促進する手法として共同事業体モデルがあるのである。本手引書にはその共同事業

体モデルの概要について述べられている。 
 

2） 共同事業体の定義と児童ケアへの応用 

共同事業体とは、投資家と事業者によって、特定の目的のために設立された連合体であ

る。共同事業体の規模は様々である。ある地域に特化した児童福祉サービス機関の集まり

であったり、ひとつの目的を持った国家規模での機関の集まりであったりする。共同事業

体は、事業体参加者の財務管理などを統合することで、規模大きさを活かした効率的な経

営ができる。共同事業体は、社会的目的と、企業活動の双方を向上するために設立される

のである。 
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児童ケアへの応用 

共同事業体モデルは、多様なサービス提供者が存在する児童ケア分野に特に適している。

共同事業体が成長し、継続的運営を行っていくためには、以下のようなコミュニティから

の支援が必要である。 
• 家族（子ども及び保護者） 
• 児童ケア・スタッフ 
• 地域の関係者（プライマリ・ケア・トラスト、民間企業、公務員、警察など） 
• 地域再生パートナーシップ（確かなスタート、健康生活センター、教育活動ゾーン） 
• 幼少期発達・児童ケア・パートナーシップ 
• 地方当局、特に社会福祉、教育、住居サービス関係機関 
• ジョブセンター 
• 継続教育カレッジ 
• 大学 
 
ベストバリュー・システム 

地方当局には、財政的に制約がある。そのため、ベストバリュー・システムを使って、

出来る限り多くのサービスを委託したいと考えている。ベストバリューとは、サービスが

地域の人々のニーズに基づいていること、サービスが監査基準を満たしていることを保証

する概念である。経済性、効率性も大事であるが、地域サービスの効果と質もベストバリ

ューに関係している。というのも、あらゆる付加価値のあるサービスを組入れた、包括的

なアプローチが理想とされているからである。児童ケアでは以下のようなサービスが含ま

れ得る。 
• 学校での始業前、放課後のサービス 
• 母親・父親教室 
• 家族セラピー 
• おもちゃの図書館 
• 一時託児施設 

親が容易に利用でき、しかも児童ケア・サービスがうまく機能するためには、サービス

が地元で運営される必要がある。しかし、地方当局は小規模なサービス提供者と関わるこ

とを望んでおらず、一つの大規模な提供者と契約することを望んでいる。そこに、共同事

業体の存在意義が生じるのである。 
 
共同事業体設立の理由 

• 事務作業を中央で管理して、サービス提供者がサービスに集中できるように支援できる。 
• 入札プロポーザルの専門家など、専門性を組織間で共有できる。 
• 関係者に品質基準を提供できる。 
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• 大規模プロジェクトに使用できる、内部留保を産み出すプロジェクトを支援できる。 
• 地方当局のような機関と大規模な契約を結ぶときに、事業体としての実施力、発言力が

高まる。 
• リソースの共有によるコスト削減に加え、一つのブランド、ミッション、ビジョンを掲

げた、効果的な市場戦略を提供することができる。 
• 食料、文具のような物品の購買力の強化、サービスのシェアを通した人件費の削減とい

った、規模の大きさを活かした効率的運営の利益を享受できる。 
 
事例１ 

ウェストミンスター児童協会（Westminster Children’s Society：WCS）は保証有限責任会

社の形態を採るチャリティ団体で、12 のコミュニティ児童ケアセンターからなる共同事業

体である。終日あるいは、時間決めの児童ケア、教育を提供している。本部は、組織運営

を担当している。WCS はトレーニング、評価のためのセンターでもあり、市・同業者組合、

CACHE（Council for Awards in Children's Care and Education：児童ケア・教育顕彰評

議会）、ILM（Institute of Leadership and Management：リーダーシップ・マネージメン

ト研究所）によって全国レベルで認可を受けたプログラムを実施している。コミュニティ・

センターの目的は、質が高く、手ごろな値段で、利用しやすい子どもケア・教育サービス

を提供することで、就学前児童が入学に適した基礎力を身に付け、保護者が雇用・教育・

職業訓練の機会が持てるよう、支援することである。 
 

3） 法令上の会社形態 

社会的企業の形態としては、産業・共済組合あるいは保証有限責任会社がもっとも一般

的である。 
① 産業・共済組合 

この形態は、政府の財政支援を受けることができ、コミュニティ・サービス機関が持続

的に存続できるモデルである。また組合員によるオーナーシップをもち、効率的なサー

ビスを提供できる。利益の配分は禁じられている。 
② 保証有限責任会社 

この形態では、社員の責任を有限にしており、一般的に 1 ポンドとなっている。この形

態は産業・協同組合より規制が少なく、運営組織に幅広く人を募ることができる。 
③ チャリティ 

チャリティ基金の利用、税制上の優遇が大きな特徴である。チャリティ目的で利益が使

用される限りは、非課税となる。 
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4） 共同事業体の作り方 

共同事業体を設立することで、財務、人材管理、人事、給与支払、業務管理、研修等の

機能を中央に集中させ、コスト削減と効率性の向上が可能となる。設立することは比較的

容易だが、時間も掛かり、参加するすべてのグループがルールを守り貢献することが必要

となる。以下に設立までの基本的な 10 の段階を示す。 
 
① 設立までの 10 の段階 
第 1 段階： 誰が参加するのか、ねらい・目的は何かを話し合う。 
第 2 段階： 共同事業体に参加するグループを募る。 
第 3 段階： 参加者間の合意事項や規則について公式な契約を取り交わす。 
第 4 段階： 共同事業体の定款、ガイドラインを策定する。 
第 5 段階： 理事、理事長を選定する。 
第 6 段階： マーケティング計画、事業計画を策定する。 
第 7 段階： マーケティング、会計、人事、IT 担当の主な役割が規定されているか確認する。 
第 8 段階： 透明性を確保し、事業体の運営を支援するための、コミュニケーション、報告

のシステムを確立する。 
第 9 段階： 事業体内で資源を共有するシステムを構築する。 
第 10 段階：時間をかけて慎重に設立する。 
 
② 組織体制 
通常、共同事業体モデルは関係者に支援を行う中央部門を持つ。関係する組織は独立した

団体の集合体、また合併を通じてより密接な関係を構築している場合もある。 

 

図Ⅱ-5-8：支援部門と様々な児童ケア機関による共同事業体の組織体制38 

                                                  
38 Consortium Model for Childcare Social Enterprises. p.13 より。 
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実例 2 

児童ケアプロジェクトであるグレーター・イーストハウス・児童ケア戦略は、会社経営者、

親、児童ケア機関、職員が協力し、会社経営者や親に手ごろな値段での救急サービスを提

供している。関係者は持続可能な運営を行うために、公的資金や民間資金を確保し、その

申請を支援できるようにリソースを蓄積している。 
 

5） 共同事業体に参加する各機関の利点 

共同事業体の設立までは、労力・時間を要する。しかし、参加する機関には以下のよう

な利点があり、共同事業体設立には意義がある。 
• 戦略的計画の策定 
• 共有資源の活用による、プロモーション・広報 
• 機関が集まることで組織が大規模化し交渉力が強化される 
• 人事に関する負担の軽減（採用・退職などの事務など） 
• 弱点の発見、研修の実施、組織強化にむけた分析力の強化 
• 一括してデータを管理することで、情報を組織内に素早く、コストをかけず伝達できる 
• 専門知識をもった支援部署による入札手続支援 
 

6） メンバーと委員会の責任 

共同事業体のメンバーは、そこから利益を受けるだけではなく、以下のような組織活動

に参画することが期待されている。 
• アイデアの供給 
• ネットワーク会議の出席 
• 運営活動への関与 
 

7） 共同事業体の種類 

① パートナーシップ主導型 
この形態では、共同事業体はそれほど規則に縛れない合意を結ぶ（特に法令指定機関が

参加しているとき）。支援サービスを提供できる十分な施設、能力をもった機関を代表者と

して任命することが望ましい。 
 
② 機関主導型 
この形態は、ひとつの機関が複数の異なる専門家を雇用して様々なサービス提供を行う

ような場合に、有効である。 
 
③ 単一関係者共同事業体 
例えば、遊び場を作ったり、放課後クラブへと活動を広げ、最終的には終日デイケアへ
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と拡大していくような希望をもった地域の親によるグループ。この形態では、親が共同事

業体のメンバーになり、それぞれが投票権をもち運営される。 
 
④ 連邦アプローチ 
組織がグループを構成し、協同するボトムアップ的アプローチである。共同事業体運営

に平等に発言権を持ち、理事を選出し運営を行う。 
 
事例 3：Icknield 共同事業体 

遊び場、児童ケア・サービスを提供する学校のグループによる共同事業体である。36 人の

スタッフを擁し、110 ヶ所での朝食、190 ヶ所で放課後サービス、260 の土曜プログラムを

提供している。またサッカー協会に土曜プログラムのため無償でサッカースクールを提供

するように交渉し、特別な支援を必要とするな子どもをマンチェスター・ユナイテッドで

練習を受けられるようになった。パートナーにはソーシャルサービス、コネクションズな

どが含まれる。 
 

8） 共同事業体支援部門 

いかなる共同事業体も独立、あるはい契約を通した支援部門を持つ。これが共同事業体

の主要な特徴である。その支援部門の機能としては以下のようになる。 
 
支援部門の機能 
 

・人事 
・経理 
・施設運営 
・サービス提供に関する保険・セキュリティ 
・品質保証 
・人材育成 
・組織運営 
・マーケティング・広報 
・共有規則（規則例には以下のようなものがある） 

  －会計規則 
  －仕入れ 
  －苦情申し立て 
  －規律 
  －運営 
  －有給休暇、その他休暇 
  －秘密情報、個人情報保護等、データ取扱い 
  －勤務時間 
  －機会均等 
  －元犯罪者の雇用 
  －HIV/AIDS 所持者の雇用 
  －見習い期間 
  －正規採用 
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5.3.2 若者の就労支援と社会的企業 

中小企業局実施の社会的企業に関する調査によると、17%の社会的企業が若者をサービス

の対象とし、14％の社会的企業が若者を雇用によって支援している。以下に、社会的企業

の実例を紹介する。 
 
（1） 事例 1：フィフティーン（Fifteen） 

英国で有名なシェフであるジェミー・オリバー氏がはじめた社会的企業である。レ

ストランで障害を持つ若者などを雇用し、シェフ、ウェイター／ウェイトレスの訓練

を受けさせる。フィフティーンは、訓練を受けた若者がレストラン・ビジネスで、自

らのキャリアを作り出していくことを目的としている。この企業は会社形態で事業を

運営しているが、フィフティーン財団（Fifteen Foundation）という上部組織はチャリ

ティ団体である。フィフティーン・レストランでトレーニングを提供し、上部組織が

包括的にメンタルケア、生活相談などを行っている。 
 
（2） 事例 2：グリニッジ・レジャー・リミテッド（Greenwich Leisure Limited） 

英国で最も大規模な社会的企業のひとつである39。もともと地方当局が管理していた

公的レジャー施設の運営を引きつぎ、50 以上のスポーツ、レジャー施設を所有・管理

し、約 2,700 人を雇用している。英国には組織が引き継がれたときに、同等の雇用条

件を維持しなければならない法律があり、職員の勤務待遇は確保される。所属してい

た地方当局からそのまま異動してきたものもいる。2002 年には、継続教育カレッジ「ロ

ンドン・レジャー・カレッジ（London Leisure College）」を、地元の教育継続教育機

関とともに設立し、レジャー産業で勤務したい若者を対象に教育・訓練の機会を提供

している。 
 
（3） 事例 3：フォイヤー社会的企業（Foyer Enterprises） 

フォイヤー連盟（Foyer Federation）は、イングランドのみならず英連合王国各地で

NEET やホームレス（家出等を含む）の若者を対象に、住居と教育・訓練等を提供し、

自立支援をしているチャリティ団体である。その構成団体のひとつで、スコットラン

ドのアバディーン市にあるアバディーン・フォイヤーは、5 つのフォイヤー社会的企業

を持ち、チャリティ団体の運営資金を生み出すとともに、若者たちの自立支援のため

のトレーニングの場を提供している。その職種は、レストラン、カフェ、グラフィッ

ク・デザイン、自動車教習所、建物メンテナンスである。 
 
（4） 事例 4：コア・アーツ（Core Arts） 

精神健康上の問題を抱える人々を対象に、音楽や美術分野での創作・表現活動を通

                                                  
39 塚本一郎（明治大学経営学部教授）へのインタビュー（2008 年 12 月 15 日）より。 



 185 

じた支援を行っているコア・アーツ（Core Arts）というチャリティ団体がある。コア・

アーツの提供する様々なワークショップには、多くの若者も参加している。コア・ア

ーツのビジネス部門として活動している社会的企業が、コア・デザイン（Core Design）、
コア園芸（Core Horticulture）、コア・プロモーションズ（Core Promotions）であり、

それぞれグラフィック・デザイン、ガーデニング、コア・アーツの会員の作品の販売

等を行っている。これらの社会的企業は、コア・アーツの活動を財務的に支えるとと

もに、会員に活躍の場を与え、作品の対価を支払うことにより自立支援を行っている。

会員には、これらの社会的企業への就職の道も開かれている。 
 
以上のように、社会的企業による青少年支援には様々な事例があり、公共サービス、

チャリティ事業と並び、社会的企業による社会的目的を持ったビジネスが、若者の社

会的排除の課題に取り組む手法のひとつとなっている。 


