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セミナー趣旨

ソーシヤjレ・ファームは¥社会的企業の一つであり¥嘩害者を含む就業困難者が一

般労働市場で働けるようにするための企業である。イタリアの精神障害者に働く場を

提供するために生まれた社会的な目的をもっ、しかも¥営利を目的とする企業形態で

ある。その後¥ドイツ¥イギリスなどヨーロッパを中心に発展し¥今日では、ヨー口ツ

パにおける障害者や就業困難者の一つの雇用形態として定着している。多くのソ-シャ

ル・フアームが生まれ¥いろいろな新しい仕事が生み出されている。また¥近年¥北

欧においてもソーシャjレ・ファームが発展しつつあり¥福祉国家においてもその意義

が評価されつつある。

そとで、本事業では¥ヨーロツパの専門家を招へいし¥ソーシャル ・ファーム先進

各国のソーシャル ・フアームの現状を評価していただくとともに¥その取り組みを紹

介していただく O そして¥我が国の専門家と議論することで¥我が国の今後の障害者

雇用のありかたについて示唆を得ることを目的とする。

Social firms are a type of social enterprise that engage in the general market with the 

purpose of providing employment to persons with disabilities and other disadvantage 

in the labor market. The first Social Cooperatives were established in Italy to give 

work opportunities to persons with psychiatric disabilities; models based on a similar 

philosophy later developed in other European countries such as Germany and the UK 

and these are now established as one type of employment for those who have long 

term difficulties finding work. A range of jobs have been created in social firms and their 

potential is also recognized in countries with strong social welfare systems. 

In this seminar， experts from European countries will be invited to evaluate the 

success of social firms in Europe and， drawing on those experiences， to discuss with 

Japanese expe吋sthe development and sustainability of employment of persons with 

disabilities in Japan. 



プログラム

10 : 30 "v  1 0 : 40 開会挨拶

湯津茂男

公益財団法人日本障害者リハビリデーション協会 事務局長

1 0 : 40 "v  11 : 20 基調講演 「日本におけるソーシャルファームの動向」

炭谷茂氏
恩賜財団済生会理事長

ソーシヤjレファームジャパン理事長

11 : 20 "v  12 : 20 講演 1r欧州|のソーシャル ・ファームの現状と評価」

ゲ一口jレド@シュワルツ氏
前国際移住機関経済開発局プログラムマネージャー

社会起業コンサルタン卜

13 : 20 "v  14 : 20 ~毒j寅 2 rオランダとベルギーのソーシャル・ファームの動向」

/¥-ナード・ジエイコブ氏
ベルギー保健省メンタルヘルスケア改革プ口ジ、工クトマネージ、ヤー兼全国コーデ、ィネータ一

保健ガイダンス地域間協会の戦略マネージ、ヤ-兼コーディネータ-

14 : 20 "v  15 : 00 講演 3r英国のソーシャル・エンタープライズとソーシャル・ファームの動向」

フィリーダ・パービス氏
リンクス・ジャパン会長

15 : 15 " v  16 : 50 パネルディス力ッション

コーディネーター:寺島彰氏(浦和大学総合福祉学部教授)

パネリスト:

伊藤静美氏

社会福祉法人一麦会麦の郷理事

障害者地域リハビリデーション研究所所長

中崎ひとみ氏

社会福祉法人共生シンフォ二一 常務理事

炭谷茂氏ゲ一口jレド・シュワルツ氏

フィリーダ・パービス氏 バーナード・ジヱイコブ氏

16 : 50 閉会挨拶

辻一
国際障害者交流センタ-館長



rog'ram 

10 : 30 'v  10 : 40 Opening Speech 

Shigeru Yuzawa 

Secretary General， Japanese Society for Rehabilitation of Persons with Disabilities 

10 : 40 ' v  11 : 20 Keynote Address:Recent Trend of social firms in Japan 

Mr. Shigeru Sumitani 

Chairman of the Board of Directors， Social Firm Japan 
President， Social Welfare Organization Saiseikai Imperial Gift Foundation， Inc. 

11 : 20 ' v  12 : 20 Lecture 1 :Current Trends and Issues of the Social Firm Movement in Europe 

Mr. Gerold Schwarz 

Consultant in social entrepreneurship 
Former Joint Program Manager， A Joint Program funded by the Millennium 
Development Goals Achievement Fund (MDG F) and the Government of Serbia 

13 : 20 'v  14 : 20 Lecture 2:The Social Firms Experience in the Netherlands and Belgium 

Mr. 8ernard Jacob 

Project manager and national coordinator of reform of care in mental 
health and psychiatry， Ministry of Health 
Strategic Administrator for the Inter-Regional Association for Guidance and Health 

14 : 20 'v  15 : 00 Lecture 3:Social Enterprise and Social Firms Developments in the UK 

Ms. Phillida PurviS，Director， Links Japan 

15 : 15 ' v  16 : 50 Panel Discussion: Toward the Social Firm Development in Japan 

Coordinator : Mr. Akira Terashima Professor， Urawa University 

Panelists : 

16 : 50 

Ms. Shizumi Ito 

Social Welfare Corporation Ichibakukai Muginosato 

Ms. Hitomi Nakazaki 

Executive Director， Social Welfare Corporation Kyousei Symphony 

Mr. Shigeru Sumitani Mr. Gerold Schwarz 

Ms. Phillida Purvis Mr. Bernard Jacob 

Closing remarks 

Makoto Tsuji 

Director， International Communication Center for Persons with Disabilities 

5 



講師プロフィールIP'rofile

炭谷茂

ソーシャルファームジャパン理事長

恩賜財団済生会理事長

大正大学客員教授

1946年富山県生まれ。1969年東京大学法学部卒業後、 厚生省 (当時)に入る。厚生省社会・

援言語局長、環境省官房長等を経て¥2003年 7月環境事務次官に就任¥2006年9月退任。 現在

恩賜財団済生会理事長、大正大学客員教授、 ドナルド ・マク ドナルド ・ハウス財団理事、朝日

新聞厚生文化事業団評議員等を務める O

また国家公務員在職中から一個人として嘩害者、ホームレス¥引きともりの若者、刑余者な

どへの就労支援、貧園地域のまちづくりなど社会貢献活動に従事している。

最近の著k:Hこ「私の人権行政論J(解放出版社、 2007年)， I環境福祉学の理論と実践J(編著、

環境新閣社、 2006年)、「社会福祉の原理と課題J(社会保険研究所、2004年)r地球環境問題

の新常識J(共著、東洋経済新報社¥2004年)

Shigeru Sumitani 
Chairman of the Board of Directors， Social Firms Japan 

President， Social Welfare Organization Saiseikai Imperial Gift Foundation Inc膚

Guest Professor at Talsho University 

Sumitani was born in 1946 in Toyama Prefecture. He graduated from the Faculty of Law， 

University of Tokyo in 1969 and entered the then Ministry of Health and Welfare. After serving 

as Director-General， Social Welfare & War Victims' Relief Bureau of the then Ministry of Health 

and Welfare and Deputy Vice-Minister of the Ministry of the Environment， he assumed the post 

of Administrative Vice-Minister of the Ministry of the Environment in July 2003 and retired in 

September 2006. At present， he is working as President， Social Welfare Organization Saiseikai 

Imperial Gift Foundation Inc.， Guest Professor at Taisho University， Board Member of Ronald 

McDonald House Charities Japan， Councilor of Asahi Shimbun Social Welfare Organization 

and so on. 

Personally， Sumitani has been involved in various social action programs such as employment 

suppo吋forpeople with disabilities， the homeless， youngsters who are socially withdrawn and 

ex-offenders and community development in poor areas， since when he was in government 

servlce. 

His recent books focus on human rights and public administration， theory and practice of 

environmental welfare， principles and issues of social welfare and new common sense on 

global environmental issues. 

6 

仁二三 一 三一 一一一一 丁|



ゲーロルド・シュワルツ
前国際移住機関経済開発局プログラムマネージ、ヤ一

社会起業コンサルタント

ワルシャワ在住

過去6年問、セルビアとコソポの国際移イ空機関で、不利な立場にある人々のための経済開発・

雇用創出部門のプログラムマネージャーを務める。 2006年、国連コソボ腎定行政ミッションの会

計検査院の設立プ口グラムを実施。

2003年に国連システムに参加する前は、ベルリン、ロンドン、ニューヨークで社会起業の国際

プログラムマネージャーとして 10年以上従事する。

英国における 6つのソーシヤjレ・エンタープライズ団体による戦略的連携機関であるソーシャル・

工ンタ-プライズ・/'¥-卜ナ-シップ (SEP)および、ベルリ ンに拠点を置く社会起業に関するゴ

ンサルティング会社である FAFgGmbHの所長を務める。EUが資金提供をしているいくつかの社

会起業に関する 800万ユ一口の予算規模の国際マルチステークホルダープログラムの責任者。

数々の国際会議の企画やソ-シヤjレ・フアームに関する論文の発表を行ってきた。1997年から

1999年までは¥自営業を始める精神障害者を支援する顧客運営型コンサjレディング会社である、

ニューヨーク市の|門Cube社に勤務。1994年から 1998年までは、仁EFEζ(精神嘩がいを持つ人

の就労に関する欧州会議)事務局を指揮し、その執行委員を務めた。

ドイツのシュ卜ウツトガ/レト出身のゲ一口jレドは¥ベルリン自由大学で心理学の修士号を、ベ

ルリン経済大学および英国ケンブリッジのアングリア・ポリテクニック大学で MBAを取得。

Gerold Schwarz 
， Consultant in social entrepreneurship 

Former Joint Program Manager， A Joint Program funded by the Millennium 

Development Goals Achievement Fund (MDG F) and the Government of Serbia 

Gerold currently lives in Warsaw where he works as a consultant in social entrepreneurship. During 

the last six years he was program manager for the International Organization of Migration in Serbia 

and Kosovo in the areas of economic development and employment creation for disadvantaged 

people， and implemented in 2006 a programme to establish the office of the auditor general for 

UNMIK. 

Before joining the UN system in 2003， Gerold worked for over ten years as manager of international 

programmes in social entrepreneurship in Berlin， Londoll and New York. He was the director of the 

Social Enterprise Partnership (SEP)， a strategic partnership of six social enterprise organisations 

in the United Kingdom (UK)， and for FAF gGmbH， a social enterprise consulting company in Berlin， 

was responsible for several EU funded international multi-stakeholder pa吋nershipprogrammes in 

social entrepreneurship with budgets up to 8 million Euro. He has organized several international 

conferences and published several papers on social enterprise. From 1997 to 1999， he worked in 

New York for InCube， Inc.， a client-run consultancy helping people with mental health problems to 

start their own businesses. From 1994 to 1998. Gerold led the secretariat of the Confederation of 

European social Firms， Employment initiatives， and social Cooperatives for people with mental health 

problems (CEFEC) and was a member of the executive committee. 

Originally from Stuttgart， Germany， Gerold earned a Masters degree in Psychology from the Freie 

Universitat in Berlin and a MBA through the Berlin School of Economics and Ashcroft International 

Business School in Cambridge， UK. 

7 



バーナード・ジ、エイコブ

保健ガイダンス地域間協会の戦略マネージャー兼コーディネーター

ベルギー保健省メンタルヘルスケア改革プロジ、工クトマネージャー兼全国コーディネーター

メンタルヘルスと社会貢献活動にかかわる部門で¥30年以上にわたり意欲的に活重りしてきた。

2010年よりベルギー保健省に所属し、 病院法第 107条の適用に基づくメンタjレヘルスケア・

精神医療改革のプ口ジ、工クトマネージャー兼全国コーディネーターの職に就いている。

また¥保健ガイダンス地域間協会(InterregionalAssociation of Guidance and Health) (A.I.G.S.) 

の戦略マネージャー兼コーディネーターも務めている。リ工ージ、ユ州に拠点、を置く乙のリソー

スネットワークは¥多種多様なサービスの提供を提案するとともに¥医療や社会福祉、社会職

能¥社会経済の各方面で¥予防と安全にかかわる活動を展開している。

さらにヨ一口ッパにおいても¥さまざまな非政府機関の理事会の-員として¥積極的に活動

してきた長年の経験がある。

• CEFEζ(ヨーロッパ・ソーシャル・フアーム¥雇用イ二シアティブ及び社会的協同組合連合)

元会長、現理事

・ユー口・サイ・リハビリテーション (Euro-Psy-Rehabi I itation)副会長

・世界心理社会的リハビリテーション学会 (AMRP-WAPR) 1無任所理事」

・メンタルヘルス・ヨーロッパ (MHE-SME)会員

・「ドナウハ|流域精神医学会 (DanubianPsychiatric Association) J会員

8erna'rd Jacob 

Strategic Adminis"trator for the Inter-Regional Association for Guidance and Health 

Project manager and national coordinator of reform of care in mental health and psychiatry， 

Ministry of Health 

Professionally， 1 have been active in the sector of mental health and social action for over 30 

years. 

Since 2010， 1 am attached to the Ministry of Health and occupy the post of project manager 

and national coordinator of the reform of the care in mental health and psychiatry based on the 

application of the article 107 of the law on hospitals. 

1 also occupy the post of Strategic Manager and Coordinator within the Interregional 

Association of Guidance and Health (A.I.G.S.). Located in area of Liege， this network of 

resources proposes an offer of diversified services and realizes its actions at the medical， 

social， socio-professional， socio-economic levels， in the fields of prevention and security. 

At the European level， 1 also have a long experience as active member within boards of 

directors of non governmental organizations: 

• Member of the Board of Directors， Past President， of the CEFEC 

(Confederation of Social European Firms， Employment Initiatives and Social Co-operatives) 

• Vice-president of the Board of Directors of Euro-Psy-Rehabilitation. 
・“Memberat large" of the Board of Directors of World Association for Psychosocial 

Rehabilitation (AMRP-WAPR) 

• Member of the General Assembly of Mental Health Europe (MHE -SME) 
• Member of the General Assembly of the “Danubian Psychiatric Association" 

8 L -← 



フィリー夕、@パービス

MBE (大英勲章第五位)

リンクス・ジャパン創設者、会長

1998年、リンクス・ジャパンを設立。英国と日本の市民社会団体閣の交流促進を目的とし¥

ソーシヤjレインクjレージョン¥地域再生¥ソ-シヤjレ・エンタ-プライズ¥国際開発協力問題

を中心に取り組むほか¥日本及びアフリ力諸閣との交流を促進させる活動を行っているO

日英 21 世紀グループの事務局長 (1998 年~99 年)。大和田英基金の副事務局長を 5 年間

務める。東京大学大学院で日本の外交政策を研究。その後¥英国大使館職員としてシンガポー

jレで政治を、また東京で経済を担当。ダーラム大学神学部を卒業。ロンドン大学東洋・アフリ

力学科で日本語を学ぶ。

難民や強制移住者のために活動する国際難民トラスト (IRT)理事。世界各地へ青年ボランティ

アを派遣するラティテユード理事。世界の地域団体とソ-シャル@エンタ-プライズが¥共同

プ口グラムと ITの利用を通じて経験を共有することを推進するグローバjレ・リンクス・イ二

シアティブの国際諮問委員会委員。 ロンドンに拠点、を置く¥日本文化、スポーツおよびレクリ

工-ションに関するセンターの設立企画プロジ、工ク卜である¥日本アリーナの理事兼事務局長。

興望館、墨田区のセツjレメントの諮問委員会委員。

国際友好和解基金幹事。戦時下での和解とウガンタの地域団体である l¥Aivuleの UIく代表で¥

東ウガンダの遠隔地へのソーラー電気住宅の導入に携わる。昨年¥「地域創造基金みやぎJ(さ

なぶりフアンド:www.sanaburifund.org)と連携し、ローズファンドを開始し¥ジャパン・ソ

サ土ティ東日本大震災復興基金への寄付金を東北の NPOヘ分配する活動を行った。

Phillida Purvis 
MBE/Director，Links Japan 

Founder and Director of Links Japan which was established in 1998 to promote sharing 

between civil society organizations in the UK and Japan， focusing mainly on social inclusion， 

community regeneration and social enterprise， and international development coopera1:ion 

issues， including promoting links between Japanese and African communities. From October 

1998 to July 1999 Phillida Purvis was also Executive Director of the UK-Japan 21 st Century 

Group. For the previous five years she was Deputy Director of the Daiwa Anglo-Japanese 

Foundation. Before that she did postgraduate research at Tokyo University on Japan's Foreign 

Policy after leaving HM Diplomatic Service where she served in Singapore， doing political work， 

and in Tokyo， doing economic work. She is a graduate of Durham University， in Theology， and 

studied Japanese at SOAS， London University. Phillida is a Trustee of International Refugee 

Trust (IRT)， an NGO working with refugees and displaced people; Ambassador for Lattitude， 

arranging volunteering placements for young people around the world; Trustee and Executive 

Director of Japan Arena， a project planning the creation of a London-based Japanese cultural， 

sporting and recreational centre and an advisor to the Kobokan， a Settlement House in Tokyo. 

Phillida is also Secretary to the International Friendship and Reconciliation Trust， focusing 

on wartime reconciliation and UK representative of Mivule， a Ugandan Community Based 

Organisation with whom she is working to solar electrify homes in remote rural pa吋sof Eastern 

Uganda. For the last year Phillida has liaised with the Sanaburi Foundation (www.sanaburifund. 

org) on the establishment of the Rose Fund and disbursement to NPOs in Tohoku of money 

donated to the UK's Japan Society Tohoku Earthquake Relief Fund. 



寺島彰

浦和大学総合福祉学部 教授

大学で障害児教育について学んだ後、 障害者更生施設のソーシャルワーカーとして 16年間勤

務した後、厚生省 (現厚生労働省)嘩害福祉専門官、国立身体障害者リハビリテーションセンタ一

国際協力専門官、同センター研究所嘩害福祉研究部社会適応システム開発室長、同F章害福祉研

究部長を経て現職c 研究テーマは¥障害者福祉政策と福祉機器を活用したソ-シャルワーク。

社会福祉学会、経済政策学会、地域経済学会会員。国際協力機構 (JICA)障害者専門家コー

ス企画委員¥総合リハビリデーション研究大会常任委員を務める。

著書:

『嘩害者差別禁止法とソ-シャルワーク~， 翻訳監修，中央法規出版1 2003 

『障害者福祉論，1 福祉士蓋成講座編集委員会編集，共著，中央法規出版， 2003 

『支援費制度辞典京極高宣・初山泰弘監修，共著，社会保障貧研究所， 2003などがある。

Akira Terashima 
Professor， Faculty of Comprehensive Welfare， Urawa University 

Terashima graduated from university， majoring in education of children with disabilities and 

worked as a social worker at a rehabilitation facility for people with disabilities for 16 years. He 

entered the then Ministry of Health and Welfare (current Ministry of Health， Labor and Welfare) 

and after serving as Expert Officer in Welfare for Persons with Disabilities， Expert Officer 

in International Cooperation at National Rehabilitation Center for Persons with Disabilities， 

Section Chief of Social Support Systems Section， Department of Social Rehabilitation， 

Research Institute of National Rehabilitation Center for Persons with Disabilities and Director 

of Department of Social Rehabilitation， Research Institute of National Rehabilitation Center 

for Persons with Disabilities， he assumed the present post. Subjects of his research include 

disability welfare policy and social work using assistive technology. 

Terashima is a member of Japanese Society for the Study of Social Welfare， Japan Economic 

Policy Association and the Japan Association for Regional Economic Studies. He is also a 

member of the Planning Committee of Expert Training Courses for People with Disabilities at 

JICA and a permanent representative of the National Rehabilitation Conference. 

Terashima translated a book in 2003 on anti薗 discriminationlaw for people with disabilities and 

social work. In another multi-authored book published in the same year， he discussed social 

welfare. He was also engaged in compilation of “Dictionary of Cost-Support System for People 

with Disabilities." 
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伊藤 静美/ShizumiIto 

社会福祉法人一麦会(いちばくかい) 麦の郷執行理事

和歌山市在住

経歴

1951年 和歌山赤十字病院看護師

1975年 和歌山市主催手話講習会修了

1977年 障害者共同作業所「たつのと共同作業所 (無認可)Jに手話通訳ポ、ランティア

として関わり、後に職員となる。

1985年 社会福祉法人希望福祉会 「くろしお作業所」職員

(後に-麦会と合併)

1986年 精神障害者の居場所「いといの家(無認可)J職員

1990年社会福祉法人-麦会理事 精神障害者援護寮「麦の芽ホーム」寮長

1999年同法人法人退職

2004年 麦の郷障害者地域リハビリデーション研究所所長

現在に至る

役職

元 全国きょうされん (共同作業所全国連絡会)副理事長

和歌山県森永枇素ミルク被害者救済対策委員

和歌山県人権教育啓発推進懇話会委員

現社会福祉法人一麦会 (麦の郷)執行理事

麦の郷地域リハビリテ-ション研究所所長

和歌山県障害者計圃策定委員

和歌山県障害者施策推進協議会委員

和歌山県障害者政策審議会委員

和歌山市障害者計画策定委員

和歌山市西和佐地区社会福祉協議会会員

和歌山市西和佐地区人権委員

和歌山市西和佐地区老人会役員



中崎ひとみ/HitomiNakazaki 

社会福祉法人共生シンフォ二一 常務理事

1964年滋賀県生まれ滋賀県育ち

大手ゼネコン OLを経て結婚・出産・ 離婚

息子は重度の自閉症

本人も就労困難者

1992年に無認可の小規模作業所「今日も一日がんばった本舗」 入社

経営改革に着手し、「共生・共働」 を理念とし¥2003年社会福祉法人共生シンフォ二ーを立ち

上げる

現、社会福祉法人共生シンフォ二ーの常務理事

他、 NPO法人理事や障害者区分認定審査会委員、地域役員など



開会挨拶

湯漂茂男

公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会 事務局長

皆様お早うございます。公益財団法人日本障害者リハビリテ-ション協会の湯濯でございま

す。主催者を代表して一言ご撲拶申上げます。

本日は¥国際シンポジウム「インクルーシブな障害者雇用の現在-ソ-シャル・フアームの

新しい流れJ~亡、休日にもかかわらず大勢の方々にご参加を頂きまして、厚く御礼申し上げます。

日本嘩害者リハビリテ-ション協会におきましては、 2000年を第一団としまして¥毎年、高齢

者や障害者の社会参加の促進を目指しました様々なテーマでセミナーおよびシンポジウムを開

催して参りました。

そして乙こ数年、障害者を含む就業困難者が一般労働市場で働けるよう;こするための雇用形

態の一つであるソ-シャル・フアームに焦点を当てまして¥乙の分野の専門家を欧州から招い

てシンポジウムなどを開催して参リました。乙のような機会により¥日本におけるインクルー

シブな障害者雇用の新しい取り組みについて議論が深まってきたことを感じております。

乙のような中、平成 20年には¥障害者をはじめ社会的弱者のソーシヤjレインクルージョンの

取り組みを積極的に行ってきた¥本日基調講演をいただく炭谷茂氏を理事長とする「ソ-シャル・

フアームジャパン」が発足しております。

さて本日は¥プログラムにございますように、最初に¥今ご紹介申し上げました¥恩賜財団

済生会理事長でもございます炭谷茂氏による「日本におけるソ-シヤjレ・フアームの動向」と

題して基調講演を頂き、引き続き欧州におけるソーシャル・フアームの第一人者である前国際

移住機関経済開発局プログラムマネージャーであるゲロルド・シュワルツ氏から「欧州|のソー

シャル・ファ ムの現状と評価」と題するご講演をいただきます。昼食を挟みまして、ベルギー

保健省メンタルヘルスケア改革プロジ、工クトマネージャーで¥今回、初来日となりますバーナー

ド・ジ、エイコブ氏から「オランダとベルギーのソーシャル・フアームの動向」について¥次に

リンクスジャパン代表のフィリーダ・パービス氏から「英国のソーシャルエンタプライズとソー

シャル・ファームの動向」について¥それぞれご講演をいただきます。

そして、講演の後には¥乙れらの講師の方々と、社会福祉法人-麦会・麦の郷理事の伊藤静美氏、

社会福祉法人共生シンフォ二一常務理事の中崎ひとみ氏に加わって頂き、浦和大学総合福祉学

部教授の寺島彰氏にコーディネータをお願いいたしまして、パネルディス力ッションを予定し

ております。フロアーからのご質問やご意見も頂く時間もあろうかと思いますのでどうぞ皆様

には積極的なご発言、ご意見を頂戴いただければと存じます。

最後になりますが¥講演並びにパネルディス力ッションにご登壇いただきます各講師の皆様

には、との場をお借りしまして感謝と御礼を申し上げますとともに¥乙のシンポジウムは¥国

際嘩害者交流センタ一(ビ、ツグ・アイ)様との共同主催により、また東京都民共済生活協同組

合様からのご支援をいただき、開催する運びとなりましたことをご報告し¥また御礼を申し上

げまして、開会の挨拶といたします。

ありがとうございました。

13 

語語調



【基調講演】「日本におけるソーシャルファームの動向」

炭谷茂

ソーシャルファームジャパン理事長

恩賜財団済生会理事長

大正大学客員教授

講演要旨

1 日本において解決されない多くの社会問題の増加

( 1 )古くからある問題は、むしろ深刻化

①ホームレス

人数は減少したけれど、 実質的なホームレスの増大、

若者のホームレス

② 障害者の社会参加

障害者の就業率、不況時に真っ先に解雇される

そのほか高齢者の社会参加、丹Ij余者の社会復帰など

(2 )次々に新しい問題が発生

①孤立死、孤独死、 無縁死

さいたま市、立川市、札幌市など各地で孤立死の発見

②住環境の悪化

昨年 11月 東京都東新宿の5名の高齢者の焼死

都市部の老朽化した高齢者住宅、空き家

限界集落

2 乙れらに背景にある要素に着目

( 1 )社会との関係

家族・親族、地域社会、企業の紳の脆弱化 → 社会的孤立・排除

(2)貧困

困層が沈殿・増加

高齢者、母子家庭、リストラされた 50代、二-~，子への承継

(3 )他人との濃密な関係を避ける傾向

3 ソーシャルインクルージョンの理念の重要性

( 1 )国際的潮流

若年失業者、重園者障害者外国人 薬物依存ホームレスなど
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「日本におけるソーシャルファームの動向」

(2) 20年 3月9日東京、 14日大阪でソーシャルインクルージョンの重要性を訴える

(3)最近、日本でもソーシャルインクルージョン政策が推進

4 ソーシャルインクルージョンを具体化させるには

( 1 )具体的な事業が必要

仕事、教育、 余暇活動の機会の喪失 。社会的排除・孤立

(2)仕事が重要

①仕事の品

人間としての尊厳、経済的自立、心身の健康、人間としての成長

なにより も人とのつながり

②今日の働く場の状況

③第 3の職場の必要性

公的職場¥ 一般企業

第 3の職場として → 社会的企業

社会的な使命、ビジネス的な手法、生きがいのある仕事

住民参加

5 そのーっとしてソーシャルファームの有効性

( 1 )日本に2千社の設置を

対象者は 2千万人以上

障害者、高齢者、難病患者、ニー卜、引きともり等の若者、

再Ij余者など通常の労働市場では仕事が見つからない者

(2 )ソーシャルファームの位置づけ

生涯の働く場として

次の職場への中間施設として

ベンチャービジネスへの発展

6 日本におけるソーシャルファームの展際

( 1 )未来の日本を担う分野に進出

今後の成長産業 他との競争に勝てる、社会的意義が大きい

①環境

3R … 秦野市の弘済学園め古本販売

江東区の工コミラ江東の廃プラリサイクル

西尾市の「くるみ会」の食品廃棄物のコンポスト化

回りの物すべてが 3Rの対象になる

地球温暖化対策につながる

玉野市の「のぞみ圏」の竹を伐採し、竹炭イ乍リ

生物多様性にも

北海道の工ゾシ力の皮の活用



②農業、酪農

北海道新得町の共働学舎のチーズイ乍リ

飯能市のたんぽぽによる自然農法等による野薬栽培

③福祉

豊島区の豊芯会による高齢者向け宅配弁当

④サービス業

特産物の販売、芸術作品販売、ホテル¥コンビ二も

(2)発展していくためのポイント

平成 20年 ソ-シャjレフアームジャパンを設立

①商品・サービスの開発

皆で考える(サロンの効用)

需要がある¥二ツチなもの¥独自性、労働集約的、デザイン力

②販売力の強化

ソーシヤ/レフアームのネットワークの形成

アンテナショップ、商品カタ口グの作成

ソーシャルフアームブランドの確立、口ゴマーク

③経営資金の確保

園、地方自治体の助成、民間助成団体

探せば必ず見つかる

ソーシヤjレファームのスピリッ卜は¥税に依存せず¥自主独立が基本

④支援者の確保

資金、ボランテイア¥消費者として

⑤健常者とのコラボレーション

それぞれの特徴を発揮

7 結びとして

( 1 )まちづくりとして

活気のあるまちに 中心市街地の空洞化対策も

(2 )国際的な連携で
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講演

ただいまご紹介いただきました恩賜財団済

生会理事長、またソーシャルフアームジャパ

ンの理事長を務めております炭谷と申しま

す。今日は¥現在のソーシャルフアームとは

何なのか¥日本においてどのような動向に

なっているか¥そのようなことについてお話

しさせていただきたいと思っておリます。皆

ざま方の手元に私のレジ、ユメを置いておりま

すので¥それをなぞリながら聞いていただけ

ればありがたいと思います。

1日本において解決されない多くの社会問題の増加

多分、皆さま方と思いは同じだと思います

が¥どうも最近の日本、ど乙かおかしいんじゃ

ないかと思います。古くからあるような問題

はなかなか解決していなし¥。例えばホームレ

スの問題を取リ上げましょう O ホームレスは

との大阪でもそうですけれども¥確かに少な

くなりました。今年の 1月、厚生労働省の

発表したホームレスの数は 8，933人。私が国

家公務員の仕事をしていたときには 3万人

でしたから、はるかに少なくなりました。街

の中で、路上や公園で寝ているホームレスも

確かに大幅に減リました。しかし本当にホー

ムレス問題が解決したのかというととになる

と¥一般の人は解決したと思っているかもし

れませんけれども、ホームレスに対する支援

活動をしている人たちは、いや違うんだよ¥

と言います。野外で起居をする人は確かに少

なくなリました。しかしちょっと見れば実質

的にホームレスと同じ状態の人は減ってはい

ない。むしろ増えている。問題は深刻化して

いると思います。というのは¥日本では少な

かった 20代のホームレスが逆に増えている。

そしてそのホームレスの人に会うと¥彼らは

自分がホームレスであるととを認識していな

い。 決まった住居を持っていないが、ホーム

レスだと認識していないホームレスが乙こ 2

「日本におけるソーシャルファームの勘向」

'"'-'3年、日本の社会に現れている。ですから¥

問題はむしろ深刻化しているととらえなけれ

ばいけないのではないかと思います。

また¥今日のメインの我々の考える対象で

ある障害者問題。これも決しで解決はしてい

ないのではないでしょうか。障害者の就業率

は、精神障害者は l70/0しか就業していなし¥。

知的障害者の方は 520
/0です。半分以ょが就

職、就業していますが¥福祉的な施設の就業

が多くなっています。リーマン・ショ ックの

ときもそうでした。また今回の東日本大震災

のときで、も真っ先に解雇されたのは障害者の

人でした。乙の他、昔からある高齢者の社会

施設、刑務所から出てきた人の社会参加、な

かなか進みません。

古い問題が残っているにもかかわらず、さ

らに新しい問題が次々に発生します。阪神・

淡路大震災のときに¥「孤独死」という問題

が起乙リました。今では孤独死と言わなくな

リました。代わって「孤立死」という言葉を

使わざるを得なくなってきました。複数の人

が亡くなる。亡くなった後、発見されるまで

1ヶ月、 1年後に発見される。札幌市では妹

さんが知的嘩害者で¥お姉さんが亡くなった

後、妹さんも亡くなってしまった。2人以上

が亡くなっている。東京では国立市、埼玉県

ではさいたま市、 横浜市、続々ととのような

事件が起きました。かつては考えられなかっ

たことだと思います。

また¥住環境の悪化。昔は大きなスラム

街というのが日本の社会に出現していまし

た。しかし今はだんだん小さなスラム街とい

うものが大都市を中心に現れている。乙こに

注目しなければいけないんじゃないかと思い

ます。かつて大きな面積のスラム街が日本の

社会にありました。現在もあリます。それに

「
下



加え、小さな¥1個¥2個¥3個と住環境の

悪いととろが生じ始めている。昨年の 11月¥

東京の東新宿で老朽化したアパートが焼けま

した。そのとき5名の高齢者が焼死しました。

いずれも生活保護の受給者で した。その住居

状況を見てみると大変劣悪である。周辺の人

も¥そ乙に住んでいた人の顔も見たととがな

い。いやその周辺の人だけじゃなくて¥同じ

アパートにいた人も¥どんな人だったかお互

いに知らなかったと言っているわけです。大

都市だけではなくて地方都市にも¥また山間

部の限界集落にも同じような問題が生じ始め

ているわけであります。

2乙れらに背景にある要素に着目

乙れらの問題を考える場合に気をつけなけ

ればいけないのは、単に表面的な問題を考え

るのではなく¥日本社会の背景に横たわる経

済と社会の問題に注目をしなければ問題の解

決に至るととはできません。

まず何なのか。三つあると私は思っており

ます。第 1は社会的な問題。乙れは皆さま方

も同感されるでしょう。家族、親族¥地域社会¥

企業のつながリがなくなってしまった。脆弱

化してしまった。そのために一人ひとりの人

聞が孤立をし¥場合によっては弱い人聞が社

会的に排除されている。乙れが日本の社会の

構造的な変革をきたしている。

第二番目は、日本社会は中流社会と言われ

てきました。し力¥し日本の経済の状況はだん

だんと貧困層を増やしてきました。高齢者¥

母子家庭の入、 F章害者、また 20代¥30代前

半までたまった二一卜世代。このような人た

ちが日本の貧困層を形成し始めて¥そしてそ

の数が多くなってきているという経済の構造

変化に注目をしなければ問題はわかりませ

ん。

第三番目は¥社会心理的な問題です。徐々

に¥人と人との濃密なつながリを拒否すると

いう日本社会の状況があるのではないでしょ
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うか。情報化が能響を与え、人と人とのつな

がりを拒んできている。乙のようなことが今¥

日本社会に起きている。

この三つ¥経済、社会、人聞の心理¥この

ようなものが背最にあって¥古くからある問

題はますます深刻化し 新しい問題が発生し

始めている。とのように私はノ思つであリます。

3ソーシャルインクルージョンの理念の重要性

日本の大きな構造的な変化¥問題¥それに

着目をしないと、なかなか問題の解決にはい

たりません。そのためにどうしたらいいのか。

問題の指摘だけをしても仕方がないわけであ

リます。そのヒントになるのは今日ゲストで

来ていただいているヨーロッパの動きであリ

ます。世界の流れは、日本もヨーロッパも同

じです。日本で起こっている問題、またはそ

の背景にある問題は¥ヨーロッパも全く同様

であります。例えば若者の失業者が増加して

います。また貧困者¥高齢者、外国人、 薬物

依存症の人¥また¥ホームレスの人。そのよ

うな人たちが社会的に排除し始められてい

る。とれがヨ一口ッパの国々に大きな問題を

起としているわけです。

そのためにとられている政策がソ-シャル

インクルージョン。社会の一員として迎えよ

う。日本語に直せば社会的包摂という言葉に

なろうかと思います。乙のようなソーシャル

インクルージョンという政策がヨー口ッパの

中で一番重要な政策理念として 1990年代¥

20年前くらいから登場し¥今では乙れがヨー

口ッパの政治の理念の大きな柱になっていま

す。日本ではまだ批准されていませんけれど

も¥障害者権利条約の基本理念もソーシャル

インクルージョンを基本にしているととはご

案内のとおリです。

でもなかなか日本でとのソーシャルインク

ルージョンの考え方が定着しません。私はと

れに対して¥ある苛立ちを持って 2年前の

3月に東京で¥また同じ月の 3月に大阪で¥



日本でもソーシヤjレインクルージョンが必要

だということで集会を聞かせていただきまし

た。との中でも参加していただいた方がい

らっしゃるでしょう o 300人くらいの方が熱

心に参加をしていただきました。徐々にでは

ありますけれども¥現在では日本の中央の政

治の世界でも¥やはりソーシヤjレインクルー

ジョンが必要なんだということになりつつあ

るのではないかなと。現在の日本の政治の中

Jこヨ一口ツ/てと同じようにソ-シャルインク

ルージョンの考え方が導入され始めました。

4ソーシャルインクルージョンを具体化させるには

では、乙のソーシヤjレインクjレ-ジョンと

は何なのか。乙こが重要だと思います。これ

が国家政策という以上¥何をしたらいいのか。

乙れが大変重要なテーマになります。乙の

ソーシャルインクjレージョン¥日本の場合は¥

私はいつも言うんですけれども、日本の政治

や行政の中で¥このような理念が出てきた場

合に行われる社会的な啓発、社会的な教育運

動、乙のような乙とが必ず起こります。例え

ば若者の失業者¥二一卜たち¥ホームレス、

障害者、その人たちを差別しないでできるだ

け地域社会の中に温かく迎え入れて¥みんな

で、一緒に助け合って生活しようというキャン

ペ-ンが行われます。場合によっては小学生

の作文コンクーjレ¥ポスターを募集する。そ

のような乙とが行われます。「とれがソーシャ

ルインクjレージョンの政策だ」と言われるん

です。

本当にそのようなことがどの程度効果があ

るのか。全く効果がないとは私は言いません。

しかし、そのようなことは決め手にはなりま

せん。 決め手になるのは¥私は本日の話題で

ある働くというごと、教育という乙と。乙の

2つがこのような問題を解決する要だと思い

ます。就労と教育、 その機会がないために社

会的な孤立や社会的な排除¥いわばソーシャ

ルインクルージョンの目的である社会的な孤

「日本におけるソーシャルファームの動向」

立や社会的な排除が起こっている。また社会

的な孤立や社会的な排除があるために働く場

所がない、 教育の機会がない。その両者の関

係に注目をしなければいけないんです。乙乙

が重要なんです。単なる社会的な教育や啓発

で済む話ではないんです。就労、 働くという

とと、教育という乙と。これと今日の社会の

背景にある社会的な孤立や排除という問題が

相互に大変密接な関係があるわけです。 仕事

がなければ¥教育の機会がなければ社会的に

孤立をしてしまう¥排除をしてしまう O そう

いうことだと思います。

皆さま方も経験的におわかりでしょう。人

と人とのつながりというのは¥一緒に仕事を

することによってつながります。また¥一緒

Jこ学/玉、ことによってお互いに知り合う O まき

に社会的なつながりができるわけです。仮に

社会的に孤立をしている、社会的に排除され

ていると¥{動く機会もない¥一緒Jこ学び合う

機会もないということです。

との関係を断ち切らなければいけない。そ

のために仕事、 教育という機会をいかに用叫

するか。乙れが重要なポイン卜であります。

今日は仕事という面Jこ注目をしたいと思っ

ています。

仕事の意義は言うまでもありません。仕事

をする乙とによって経済的な基盤が得られ

る。また規則的に正しい生活をするごとによ

る心身の健康、また¥人間としての成長¥い

ろいろとあります。また¥人間としてのプラ

イド¥尊厳性も確保されます。

でも、仕事というものの最も重要な点は¥

人と人とのつながりができる。これが重要な

点だと患います。仕事をするというととが重

要なことは誰で、もわかっているんですけれど

も¥問題はその働く場所があるかどうか。乙

こが問題であリます。

先ほど申し上げましたように、障害者を例

にとると精神障害者で働いている人は l70/o
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しかし¥ない。乙のような状態がまだまだ日本

の社会にあるわけです。それではそのような

人たちに対して働く場所をどのようにして用

意したらいいか。現在日本の社会の仕組みの

中には 2種類あると考えられると思います。

通常は一般的な企業です。大半の人は一般的

な企業で働いています。しかし、何らかのハ

ンディキャ ップのある人はなかなか一般的な

企業で働くことができない。そのために法律

で障害者の雇用率が定められています。現在

は従業員の 1.80
/0を雇用しなければいけない

となっていますけれども、残念ながら日本の

平均は 1.70
/0しかいきません。私が理事長を

務めています済生会は日本最大の医療福祉団

体、多分、世界最大の医療福祉団体ですけれ

ども¥5万人の職員を雇用しています。かろ

うじて以前は 1.80/0をクリアしていますけれ

ども、今は努力をしまして 20
/0を超えるとと

ができました。しかし残念ながら日本の企業

全体の平均は 1.80/0に到達していなし¥。

第二の職場として公的な職場があリます。

昔の言葉で言えば授産施設、小規模作業所、

福祉工場のようなものです。まだまだ充実さ

せなくてはいけないと思います。しかし予算

の関係でなわ¥なか増えない。残念ながら働い

ても 1ヶ月 1万円いくかいかないかという

水準にとどまっている。

そ乙で、私どもが必要なのは、 第 の職場

づくリではないかと考えているわけであリま

す。第三の職場づくリとは何なのか。これは、

現在の一般企業と公的な職場とのハイブリッ

ド型、両者の要素をもってきたものであリま

す。つまリ一般企業のようにビジネス的な手

法で行う。しかし公的な職場と同じように社

会的な目的を有している。例えば障害者の働

く場所を作ろう、刑務所からの出所者の仕事

場所を作ろう、二一卜たちの若者のための仕

事場を作ろう。乙のような社会的な目的を有

している。そしてできれば¥最近の言葉でい

えばデ、イ一セントワーク、生き甲斐のある職

場にしたい。

そして何よリも重要なのは住民参加。これ

がないとソ-シヤjレインクルージョンは果た

せない。一般企業に対して住民が参加すると

いうのは原則ないと思います。住民が一緒に

なって働く。とれが社会的企業の一つの重要

な要素だと思います。

5そのーっとしてソーシャルファームの有効性

そのーっとして今日のメインの話題である

ソーシヤjレフアームというものがあるわけで

あリます。ソーシャルフアームは、後ほどヨ一

口ッパの人からもお話があると思います。イ

タリアで起乙リました。ヨ一口ッパでどんど

ん発展していきました。日本ではまだまだ進

んでいません。私は、日本の状況を考えると、

ソ-シヤjレフアームの手法は大変役に立つの

ではないかなと思っております。

そこで、今から 4年前に日本に 2，000社作

ろうと呼びかけました。なぜ2，000社か。ちょ

うど平成の大合併、市町村の合併で日本では

1，800の市町村になりました。大体、 1市町

村に最低 1つくらいは必要だと思ったからで

す。

それとともに、 2，000社、そんなに作れる

かという言葉が投げかけられましたけれど

も、私は 2，000社でもまだまだ少ないと思っ

ておリます。というのは、対象者の方が日

本に少なくとも 2，000万人以上。ソーシャル

フアームで働くのにふさわしい人が 2，000万

人以よいらっしゃるとノ思っています。いやそ

んなにたくさんいないだろうと、あるととろ

から言われたことがあります。そんなことは

ない。日本の統計はやや狭すぎます。障害者

だけでも現在、 1，000万人以よはいらっしゃ

ると思います。高齢者、65歳以上の人も 2，900

万人。難病患者の人は日本では数百万人。ま

た二一卜たちは現在、毎年 6万人から 7万

人出現している。引きこもりの若者は政府の



統計ですと 70万人ですけれども、私は NGO

が推計しているとおり 200万人以上はいらっ

しゃると思っています。乙のような数を重

複計算を除いても最低でも 2.000万人以上い

らっしゃるのが日本の社会ではないのか。そ

のような人が¥働いていてもどうも自分に合

わないなと。もっと自分の生き甲斐を感じる

仕事を見つけられないのかなという人がい

らっしゃると思います。また¥全く 働けない

という人も多いと思います。そのような人た

ちに対して最低でも 1市町村 1力所、 2，000

のソーシヤjレフアームを作る必要があるので

はないかなと思っています。

そこで、今お話をしたソーシャルフアーム

の位置づけということについて触れてみたい

と思います。

ソーシヤjレフアームの位置づけは¥私は三

つに分けて考えています。

一つは今申した 2.000万人以上の人が¥そ

こを生涯の仕事として{動いていただく O それ

でももちろん結構だと思うんです。それから

そこは単なる訓練だと¥社会に出るのに慣れ

る¥もし くはある一定の職業訓練をした後、

一般企業に移りたいというときに中間的な位

置づけ¥それも結構だと思うんです。三番目

には、ソ-シャルフアームはビジネス的な手

法でやりまずから¥どんどん発展して一般企

業に発展していく O 夢の夢かもしれませんけ

れども¥日本の株式市場の第一部に上場され

る、そうなれば理想的ですけれども。

乙のような三つのパターンがあると思いま

す。一つのソ-シャルフアームが主つの特色

を持ってもかまいませんし、二つだけ持って

もかまわない。また一つだけに限定されても

かまわない。三つのやり方があるだろうと考

えています。その柔軟性がソ-シャルフアー

ムの持ち味です。

「日本におけるソーシャルファームの動向J

6日本におけるソーシャルファームの展開

それでは日本における現在のソ-シャル

フアームの展開はどのようになっているので

しょうか。私は 4年前にソ-シャルフ アー

ムを 2000社作ろうと言って呼びかけました。

平成 20年 l2月にこれに関心を持つ人たち

と一緒にソーシヤjレフアームジャパンを立ち

上げぎした。予想以上にたくさんの人の賛同

を得ました。やはり同じような問題を抱えて

いる¥悩んでいる人がたくさん周りにいらっ

しゃるからだと思います。

そしてソーシャルフ アームの分野として

は¥乙れわ¥らの日本の成長産業¥そういうも

のを担う。また¥社会的な意義の大きいもの

を担う O 乙れがソ-シヤjレ・フアームの特色

です。

つまりソ-シャルフアームはなぜ生じて

きたか。最初にお話したととの復習になり

ますけれども¥社会的な問題がある、乙の

ような大きな問題を抱えている。その背景

には日本社会の経済と社会と社会心理とい

う大きな変革がある。そとからソーシャル

フアームの必要性が生じてきているわけで

すけれども、そのソ-シヤ jレフアームが活

躍する分野自身が¥日本の発展する産業そ

のものなんです。つまりソーシャルフアー

ムを仮に福祉ととらえれば¥その福祉と経

済と社会とが見事融合していく¥そのよう

な関係であります。福祉だけがポツンと孤

立しているものではなくて¥これからの社

会は福祉は経済や社会と互いに融合してい

く¥その観点、を持たなければいけないんじゃ

ないかなと考えております。

どんな分野なのか。まさに日本の発展する

分野です。

第ーは環境の分野です。 3Rの分野が大

変有望です。私はいつも何とかソーシャル

フアームを発展させたいと思っていますの

で、どんな仕事があるの力¥汽車の中やちょっ



と暇なときは常に考えます。その場合、 3R

というのが大変役に立ちます。例えばソー

シャルフアームとして起こっている鉄道弘済

会の保護者の方々は中古本の販売を始められ

ました。障害者の方々が寄付で、集めた本を丁

寧にオイルやサンドペーパーや消しゴムでき

れいlこする。ハトロン紙でそれを包装する。

そしてアマゾンのインターネットで売る。そ

ういうビジネスモデルです。そしてできるだ

けゆっくリゆっくり仕事をしよう O これが嘩

害者の特性です。慌てない。そして売れなく

てもかまわない。ゆっくリゆっくリ¥早くで

なくてもかまわない。そのようなビジネスモ

デjレでやっています。

ある中小企業のコンサルタン卜から笑われ

ました。ごのようなビジネスモデルは必ず 1

年後にはつぶれているだろうとご託宣を受け

ました。結果はどうだったでしょうか。日本

で著名な中小企業コンサルタントの敗北で

す。我々が勝ちました。現在ますます発展を

しています。必ずビジネスとしてうま くいく

方法はあるのだと思っています。

また¥次に書きました東京の江東区に工コ

ミラ江東という施設が 2年前の 4月に発足

しました。ごこは廃プラスチックのリサイク

jレをやっています。江東区の 9，000ヶ所のゴ

ミステーションから集められた廃プラスチッ

クを分別し¥ペレッ卜化し¥それをプラス

チック業者に販売するというものです。ゴミ

がどんどん集まってきますから¥たまると悪

臭の問題がありますから¥確実に処理をしな

ければいけない。ということで最初のうちは

10名の大学生をアルバイトとして雇用しま

した。それと 10名の知的障害者が一緒に働

きました。最初は確かに 10名の大学生の方

がうまくやりました。しかしだんだん仕事に

習熟してくると¥知的嘩害者の人の方が熱心

に能率よくやリます。大学生の方は飽きてき

て手を抜き始めました。1年後には大学生の

人にはすべて辞めてもらいました。現在は 1

名増えて 11名の知的嘩害者が働く o 月給は

月 12万円になっています。 医療保険は協会

けんぼです。去年の 10月、そこで働いてい

るある方が、お母さんは圃民健康保険だと。

何とかして自分の協会けんぼの被扶養者にで

きないかという相談がありま した。月給 12

万。そのほか障害年金が出ます。そ乙で協会

けんぼに相談をしたところ¥何の問題もない

ですよと。当然被扶養者にできますよと。そ

のお母さんは¥障害を抱えているお子さんの

将来が心配だ¥ とのままじゃなかなか死ねな

いと心配をしてらした。それが現在では立場

が逆転をし、エコミラ江東で働いている知的

嘩害者の人が¥お母さんを被扶益者にして頑

張っていらっしゃいます。今では江東区に対

して税金を払う立場になリました。

乙のほか地球温暖化で竹を伐採してそれを

利用する。また¥北海道では工ゾシ力が大変

多くなっています。その工ゾシ力の皮をうま

くハンドJ¥ック、やジ、ヤンパーなどの衣類に使

えないか。そのようなととも、とのようなソー

シャjレフアームの対象に十分なり得る。この

ような乙とを現在、工夫して考えているとこ

ろであリます。

第二の分野は農業や酪農です。今日も会

場に来ていただいていますけれども¥北海道

の新得町の共働学舎、 70名の何らかの社会

的な問題を抱えている。障害者の方もいらっ

しゃいます。サリドマイドの薬害のために手

の不自由な人も入っている。引きともリをし

ていた若者も入っている。それらの方々70

名がチーズイ乍リをやっている。大変おいしい

チーズです。パリのチーズコンクールではグ

ランプリをとられた。その中心になっている

のは¥今日会場に来ていらっしゃる宮嶋望さ

んが中心になって進められました。先月の日

経新聞の日本のチーズベストテンを見ると¥

第7位になっていました。7位じゃないだろ

う¥本来はト ップじゃないかと私は考えまし



たけれども¥日本の代表的なチーズとして

既に定着をするまでに至っています。

また、埼玉県の飯能市のたんぽぽでは¥長

期の失業をしていた若者、 精神障害者の方が

自然農法を野菜作りを始める。またそこの野

菜で飯能市の駅前に「旬菜力フ工たんぽぽ」

というイタリアンレストランを開業し¥現在

では)11買詞な営業を進めておリます。

第三の分野として福祉も有望でしょう O

また¥第四の分野、サービス業も有望な分野

としてソーシャルファームの活動が行われつ

つあるわけであリます。

私は¥今ご説明した四つの分野¥これがソー

シャルフアームの発展してくる分野だと思い

ます。この他¥最近は労働集約的にできる手

工業、手細工の仕事¥乙のような分野も有効

だと考えておリます。

それでは¥発展していくためのポイン卜は

どんなことがあるでしょう O 皆さん方の中に

は¥それではソーシャルフアームをやってみ

ょうかなという気持ちになっていただいてい

る方も多いのではないか。でも反面、そんな

にうま くいくわけないだろう¥と考える人も

多いと思います。確かに道は難しいです。で

も¥ヨ一口 ツパの失敗事例は普通の企業より

も少ないというノ忌うに昨日伺いました。

成功するためのポイン卜は何なのか、これ

までの経験を踏まえてお話ししていきたいと

思います。

第一番目、何よリもビジネスですから¥商品

やサービスの開発というものが重要です。一般

の企業の製品と勝っていかなければいけない。

とれは¥関心のある人が何人か集まる。私は

サロンということでいいと思うんですけも¥5

入、 10人と集まって¥何かやる乙とはないか

な、私はこういうことだったらいいと思う¥そ

れだったら私はこういう技術を持っている、私

はある人を知っている¥自分の家にはこういう

「日本におけるソーシャルファームの動向」

施設¥機械がある¥というごとでとんとんと話

が進んでいく O どうも 1人だけでやっていると

なかなか話は進みません。いろいろな人と話し

合ってくる。そしてそれは一定のデザインをよ

くしていくとか、他の一般商品に勝てるための

土夫が必要だと思います。

第二番目¥販売力の強化。これはどうも

福祉をやっている人間の弱点ですけれども¥

作ったはいいが売るところまで考えていな

い。売ることも大変重要です。そのためにソー

シャルフアームのネットワーク¥例えば今日

来ていらっしゃるヨーロッパの方々と一緒に

売るととも考えられるでしょう O またソー

シャルフアームジャパンの口ゴマークを作リ

ました。その口ゴマークをソ-シャルフアー

ムの製品に貼っていく O 乙ういうものもソー

シャルフアームの製品の販売力を高めること

でしょう O

第三番目、経営資源。誰でも悩みます。乙

ういう規模をやりたいけれども先立つものが

ない。金は誰もが持っていません。でも日本

社会というのは大変ょいところがあります。

必ず探せば、ソーシャルフアームと名付けて

いる補助金はあまりあリません。しかし探せ

ば国や地方自治体の方でこのようなものに使

える補助金は必ずあリます。幸い¥今日も会

場に来ていただきましたけれども¥熊本県の

方ではソ-シャルフアームの助成制度を作っ

ていただきました。奈良県にも作られました。

このようなものをうまく利用していく O しか

し、ソーシャルフアームのスピリッ卜はこの

ような公の財源に依存をしない。そこの基本

という乙とも大切だと思います。

第四番目、支援者の確保。できればいろい

ろな人が一緒になって働くO ボランティアと

して働く O できればいろんな資金援助をして

もらいたい。ほとんどの人は金も暇もないと

いうのが通常です。であるならば¥消費者と

して応援をしていただくO これだけで結構だ

と思います。



第五番目、これも重要だと思います。ソー

シャルフ アームは健常者の人と当事者の人が

一緒Lこなって働く。 後ほどお話があリますけ

れども¥ヨーロ ッパの場合は健常者の人の方

が多いんです。そうしなければなかなかソー

シャルフアームとしての経営が成リ立たない

わけです。

7結びとして

最後に、先ほと、来言っているように¥ソー

シャルフアームというのは小さな福祉の世界

にとどまりません。日本の経済・社会と大き

なつながリがあリます。それゆえにとれが必

要になってきた。ソーシャルフアームによっ

て日本の経済や日本の社会を豊かJこする乙と

ができるわけであります。

まちづくりにもつながリます。飯能市のた

んぽぽでは¥イタリアンレストランをつくる

ことによって¥空洞化した飯能の駅前の人通

リが復活し始めました。まちづくりとして使

えるわけであります。

また¥日本国内にとどまらず園際的な連携

をとリながら進めていきたい。今日はとのよ

うな機会になればよろしいなと思っていま

す。

ちょうど時聞がまいりました。ご清聴あリ

がとうございました。
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講演 1t r欧州のソーシャル ・ファームの現状と評価」

【講演 1】「欧州のソーシャル・ファームの現状と評価」

ゲー口Jレド・シュワルツ

前国際移住機関経済開発局プログラムマネージャー

社会起業コンサルタント

き普演要旨

ヨ一口ッパのソーシヤ jレ@フアームは 20

年以上にわたり¥障害のある人々と労働市場

において不利な立場にある人々のために正

規雇用を釦出してきた。ヨ一口ッパのソー

シヤjレ・フアームは合計 3，900社、雇用数は

96，000件、そのうちの，000件は障害のある

人々が対象と推定されるが¥乙の乙とは重大

な意義を持ち¥ソーシヤ/レ・フアームと社会

的協同組合が¥最も弱い立場にある疎外され

ている人々のために¥正規雇用を創出する大

きな可能性を秘めている乙とを明確に示すも

のである。

今回は 2011年のソ-シヤjレ・ファームに

関する欧州調査の結果に基づき¥話を進め

る。第一部では¥最新のデータをまとめ¥ソー

シヤjレ・ファーム@モデjレを成功させる重要

な要素について¥特別な設立条件、法的枠組

み及び公的支援プ口グラム¥現在確立されて

いる支援機構及びネットワークを中心に検討

する。第二部では¥ヨー口ッパでソ-シャ

/レ・フアームのインパクト評価に使用されて

いる最も適切な方法を取り上げる。乙れらは

おもに¥社会的投資収益率 (SROI) を使用

する方法のバリエーションで¥公共投資への

財務リターンの算出が可能であるが¥ほかに

もヨ一口ッパ全土で使用されている方法があ

る。最近の動向と¥ソーシヤ jレ・フアーム・

セクターの成長をさらに促進する新たなモデ

jレについては¥普及しつつあるソーシヤ jレ・

乙れまでにソ-シヤ/レ@エンタ-プライズ内

で約 13，000件の雇用が倉Ij出されたが¥その

部は新規のソーシヤ/レ・ファームにおける

雇用であった。

最後に¥どのようにしてヨ一口ッパのソー

シヤjレ・フアームと日本が¥より密接な連携

関係を築く乙とができるか¥また¥情報交換

や椙互学習、共同開発のさらなる促進から利

益を得られるかを検討し締めくくる。

講演

今回は来日 6回目でありまして¥毎回来る

たびにソーシヤ/レ・フアームがと乙日本でど

のような展開をしているのか興味深く学んで

おります。ソーシヤ/レファームジャパンも発

足し¥いい形で進展している乙とをとてもう

れしくノ患っていると乙ろです。後ほどお話し

しますけれども¥もう少し我々と密に連携す

るには何を考えればいいのか¥最後の方で触

れたいと思います。

、、~々と/:，

.。近の{"'I'bj

ー〉

ヨーロッパにお .
けるソーシャ

ル・ファーム

フランチャイズの概念を中心に第三部で論じ スライド 1

る。ソーシヤjレ・フランチャイズ方式により¥



@概要及び最新デ
ータ

-ー

スライド 2

本日は¥まず少し¥我々が行いました昨年

の調査結果をご紹介したいと思います。昨年、

東京で開催された会議では、同僚とともに現

在のソ-シャル・ファームをめぐるヨーロッ

パ全体でのデータをまとめましたので¥それ

を紹介しました。乙の場でも少し紹介したい

と思います。その後で、評価及びインパク卜

分析のお話をいたします。ソーシャル・フアー

ムはヨーロッパでは 30年くらいの歴史があ

りますけれども¥一体その効果や成功や地域

の障害のある人々への影響は何であるのかを

評価することはますます重要になってきてい

ます。したがって我々が使っているモデルに

ついてもいくつかご紹介します。

また、最近のヨーロツパにおけるソーシヤ

jレ・フアームの状況がメイントピックになリ

ますが¥それをお話しした上で¥具体的に

ヨーロッパと日本の連携をもう少し進めるた

めには何ができるのかを考えてみたいと思い

ます。お互い定期的に会って話をしたりシン

ポジウムを開催したリして意見を交わしてい

る中で¥お互いに学ぶ乙とは興味深いわけで

すが、しかしもう少しお互いに具体的にでき

る乙とがあるのではないかと考えています。

それでは始めましょう O

ソーシャル・ファームに関するデータ

チェコ共和国

フィンランド

ドイツ

ギリシャ

イタリア
ポーランド

ソーシャル圃 |すべての仕事 s陣曹のある

|フ九 州 |の散 |人々 の仕事
l |の

35 
154 
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スライド 3

この表は現在のソーシャル・フアームの数

を示しています。ちょっとギャップもありま

す。なぜかと言うと実はヨーロッパではすべ

ての国でソーシヤjレ・フアームのデータが系

統立って収集されているわけではないとい

う状況があリます。イタリア¥ ドイツ¥英

国ではいいデータベースがそろっています。

ポーランド¥ギリシャは少しあります。しか

しこういった国々はほとんどのソーシャル・

フアームが活動 しているところであリまし

て¥モデルが最も発展していると乙ろと言っ

ていいと思います。代表的と言っていいと思

いますが¥しかし乙れは最低限の数字であり

まして、もっとある可能性があります。なか

なかデータを収集するのが難しい状況です。

ご覧いただくように全体で大体 4，000くら

いになっています。社会的協同組合も含みま

す。そして 9万 6.000名ほどが雇用されてい

る。そして半分くらいが重度薄害の人たちで

す。重度という乙とが重要です。なぜかと

言うと、ソーシヤ jレ・ファームにはいろい

ろな法律、規則といったものが歴史的にあり

まして、なかなか普通には雇用を民間部門

で得る乙とができない人たちを対象にする

ということが重要です。炭谷さんがソーシャ

ル・フアームが何であるのか先ほどご説明

になリましたので¥あまリ私の方から追加で

話す乙とはありませんが¥ヨーロッパでは欧

州のソ-シャル・ファーム・ネットワークに
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「欧州のソーシャlレ・ファームの現状と評価」3煎 1

ス¥公園やガーデン場等のメンテナンス¥あ

るいは清掃活動等に従事しているものが多い

です。この lO年くらいの聞は他のセクター¥

例えば観光業にも展開してきでいますし¥ホ

テjレ¥接客、ベルリ ンでは 50件くらいをソー

シヤjレ@フアームが運習 しています。レスト

ラン等などいろいろなセクターがあります。

共通の特徴 :

フル

類
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EU7力園にソーシャル・ファーム法が存在

法的枠組み

おきまして¥定義を出しています。バーナー

ド@ジ、工イコブさんが後ほど話をされると思

いますが¥4，000ほどのソ シヤ jレ・フア

ムは実体のある企業で¥主に立ち上げの擦に

は国の支援を受けている可能性があります。

例えばドイツでは最初の 3年問、政府からの

補助なども得て立ち上げることができます。

しかしその後は市場で製品・サービスを売

り¥その収益で独立していくことが求められ

ます。この 4，000ほどのソ-シャル・フアー

ムが中核をなしています。もちろんそれ以外

にも何万という雇用関連プ口ジ工ク卜があ

ります。すなわち訓練を提供したり¥あるい

はパートタイムでの雇用の機会を提供した

りしています。またはいろいろな形で職業的

な活動を就業が不利な人たちに提供してい

ます。

少し法的な枠組みについてお話をします

が¥30年くらいたちまして多くのロビー活

動が行われ¥政府を説得してきたことで¥政

府自身も雇用を作り出すモデjレとしてとら

えています。そして今¥EU7力固において

法律が存在しています。これはソ-シャル・

フアームを支援するやり方等を規定している

法律です。 法律の共通の特徴としましては¥

もちろん乙乙に示すように最低水準を決めて

いるわけです。どのようなタ-ゲ、ツトグルー

プを対象にするのか、政府の支援が必要なら

ばどのようなグループがタ-ゲ、ツ卜となるの

か¥そういったものの最低水準として決めて

います。

ソーシャル・フアームは¥今は法律上¥重

度の障害者を雇用することを要件づけられて

います。イ也の場所では就労できる可能性が

ない人たちを中心に雇用するということで

す。また最低雇用率はイタリア¥ ドイツでは

400
/0となっていまして¥ソーシャjレ@フアー

ムでは 400
/0が最低で、も障害を持っている人¥

あるいは他の就職困難者でなければいけない

スライド 44，000ほどのソーシヤ jレ@フアームでは¥

十分利益を上げて事業が継続していけるよ

うに 生懸命働くことが求められ¥政府から

の補助は限られています。

平均的な売上は大体 lOO万ユ一口くらい。

日本円で 1億円くらいでしょうか。それがド

イツやその他の国の平均です。市場で商取引

をしてそれだけ収益を得ています。

どのようなセクターで活動しているかとい

うと¥炭谷さんが少し話をされましたが大体

同じようなものです。ほとんどがサービス関

連の仕事に従事しています。これは我々自身

の決定ではなく¥投資資本へのアクセスの問

題です。ソーシヤjレe ファームで生産設備に

非常にお金がかかるようなものは少ないで

す。ベルリンには例えばシーメンス¥サムソ

ンなどと協力して集積回路などを作っている

ところもあります。そして銀行からお金を借

りて必要な設備を購入しているところもあり

ますけれども¥むしろそれは例外と言えます。

従って¥ソーシヤjレ@ファームは例えばケー

タリングであるとか公的なデリパリ-サ-ビ



ということです。

ソーシャル・フアームは公的な支援も受け

ています。後ほど詳しく話をしたいと思いま

す。

成功要因

スライド 5

我々がこの調査をした頃、ソーシヤ jレ・

ファームのマネージャーや支援組織とも話を

して¥乙れまでの問、成功を後押しした主要

の要素というのは何であったのかという乙と

を振り返って見る必要があるのではないかと

いうととになりました。

それには三つの分野があります。公的な支

援、立ち上げ状況、そして支援機構の三つで

す。それぞれについて話をしていきたいと思

います。

すべての国でソーシャル・
ファームを対象とした法的枠
組みと支援プログラムを採用

.不京利jな立場にある人々及ぴ J.'yJ 

長期失菓者の服築的統合を J判q斗午"" 
. 

支捜する、楕極的な労働市 J味ミE

場ブ口グラム メ八 i

撲偽恥謂挺達思酢悶吋に閣巾…こ調樹関肘す

¥¥V r 

， 

スライド 6

まず公的支援ですけれども¥乙れは法律に

関連しています。法律がある固においては

きっちりと組織立った形で運営されていま

す。ソーシヤjレ・フアームは、今では乙のよ
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うな法律があって直接的なサポー卜がありま

すけれども¥少なくとも昔、10年くらいの

聞は日本と同じ状況だったかもしれません。

炭谷さんがおっしゃいましたようにソ-シャ

ル・フアームに特化したファンドは存在しま

せんでした。ソーシャル・フアームはしかし

自らクリ工イティブに展開してきました。今

でもクリ工イティフにやっていまして¥いろ

いろな資金を活用しています。例えば障害を

持つ人たち、不利な立場にある人たちの職業

的な統合支援するものなどが活用されていま

す。イタリア、 ドイツ¥英国では民間企業は

例えば障害を持つ人たちを訓練して雇用した

場合には助成金を得ることもできるという乙

ともあります。ソーシヤjレ・フアームは必要

な資金を立ち上げ時に得るととができます。

どのような資金があるのかを見回しまして¥

そして適切と思われるものを有利に活用して

いくという方法で乙れまでやってきました。

もちろん最初はとても複雑な状況でした。例

えば圃などから民間向けの資金を得ょうとし

ますと、役所にも説得をし¥そして資金を得

るようにするわけですけれども、なかなか許

可が下りないという乙ともありました。

減税というものあり、乙れは重要です。 ド

イツ¥イ タリアの法律によりますと¥ソー

シャル・フアームは最低雇用率を満たせば利

益にかかる税を免除されます。そして付加価

値税が半分で済むという乙とで¥乙ういった

ととろで競争的な優位が得られるという乙と

です。

そしてソーシヤjレ・フアームの IPO(新規

株式公開)に関してですが、 ドイツではソー

シャル・フアームは非営利ベースではありま

すけれども、法的に株主構成を持つことがで

きます。非営未恥利リJのステ一タスで

いますO まだ、-っか二つ(のソーシャル・

フアーム)ですが。このようなアイデアが始

まったばかリです。取引できる株を持ち、非

営利の立場で減税を受けることができます。



興味深いモデルです。

また¥もう一つ公的支援として重要な乙と

は¥新しい規制が公共調達に関して導入され

ています。最初にイタリアで始まりまして¥

多くのヨーロッパの国々と違いまして¥立ち

上げ時の投資はあまりなかったわけですけれ

ども、しかしイタリアでは公的支援がかなり

早くから始まり¥地域の公的事業体と話をし¥

そして(社会的協同組合が)公的なサービス

を提供する。例えば¥数年前イタリアの同僚

も話をされましたけれども¥これが本当に社

会的協同組合の重要なビジネスモデルになり

ました。ジ工/バではあほどの社会的協同

組合からなるコンソーシアムがあり、と乙が

ジ工ノバ市と契約を結んでいます。例えば¥

学校への食べ物のデリバリ一、公共の駐車場

の運営、地域↓こ代わってビーチの清掃、ある

いはジ、工ノバ二大博物館の力スタマ-サービ

スなどです。これらは公的サービスの契約で

す。イタリアの法律ではソーシャル・フアー

ムや社会的協同組合がこれらの契約の申請を

しますと、民間企業よリも多少有利な条件を

得るととができます。入札のプロセスにおき

まして単にサービスを供給するだけでなく¥

同じレベルであれば質的にも価格的にも競争

力がなければいけない。さらに¥不利な状況

にある人たちを雇用しているという社会的な

インパクトがあり¥契約を受注する確率が高

いということです。

乙のような事例がとても重要になりまし

て、 2000年頃、欧州委員会が指令を出しま

した。 EUの加盟国に対して¥いわゆる公共

調達の条項を盛リ込むようにという指令を出

しました。との乙とは大変重要視され¥ ドイ

ツもこれを採用しましたし¥ほかの EU加盟

国も次々と乙の公共調達に対する条項を採用

しました。

調 1 、 「欧州のソーシャル・ファームの現状と評価」

スライド 7

なぜこのようにたくさんのソ-シャル・

ファームがヨ一口ッパにあって¥成功を収め

ているのかということですが¥それを理解す

るために重要なのは¥どういう形でソ-シャ

ル・フアームが立ち上げられたかという乙と

です。私の同僚はドイツのソーシヤjレ・フアー

ムの組織の代表をしていますけれども、政府

に対して乙のモデルが有効だという乙とを証

明するためにいろいろな調査を実施しまし

た。ソーシヤjレ・フアームの立ち上げ後に失

敗したのは 10箇所のうち 1つだったという

こともわかりました。ソーシャル・ファー

ムとして立ち上げ 3年後は¥10箇所のうち

1つしか閉鎖に至っていないという乙とで

す。 3年間もたなかったものが 10に1です。

企業の場合と比較すると¥ヨ一口ッパでは

500
/0です。すなわち立ち上げられた中小企

業の 500
/0は3年後には残っていないという

乙とになるわけです。

どうして乙んなに大きな差が生まれたので

しょうか。理解しなければいけない大事な点

としては¥4，000ものソーシャル・ファーム

が完全に独立した事業として立ち上げられた

ということではないのです。誰かが自分の敷

地で空いているところで¥スペースがあるか

らやろうと勝手に一人でやったという乙と

ではないわけです。ほとんどのソーシャル・

フアームというのは大規模な包括組織による

設立という形をとっています。ことにいらっ



しゃる方々の多くはいろんな関連組織にい

らっしゃる方だと思いますが¥ソーシャル・

フアームの多くは包括組織による設立として

作られていました。ほとんどの場合は NPO

として障害者や就労に圃難な人たちを支援す

るような組織がまずあるわけです。例えばべ

jレリンで 1978年にできた NGOがありまし

て¥障害者に対して住宅の支援や職業訓練を

行い¥そしてその後、その人たちの雇用を探

さなければいけなかったのですが見つかりま

せんでした。そこで思いついたのは¥我々が

職場を作ろう¥自分たちで、会社を作って乙の

人たちに働いてもらおうということになリま

した。そういう包括組織がまず、あって¥その

もとでソ-シヤjレ・ファームがイ乍られるよう

になりました。

これが大事なポイン卜だと思います。ソー

シヤjレ・ファームの立ち上げの背景は重要で¥

正しい仕組みをまず持っておくととが必要で

す。

その後、独立した事業にしていくことが大

事な点です。常に包括組織の傘のもとに置い

ておくのではなく、いずれかの段暗で独立し

なければならないのです。長期的な展望で見

れば、今ソ-シャル・フアームを運営してい

る多くの組織の仕組みは¥ソーシャル・フアー

ムが利益を上げていくと¥その利益を望めば

包括組織に再投資する乙とができます。社会

的協同組合やソ-シャル・ファームのコン

ソーシアムがあり¥利益が上がっている組織

があれば¥利益が上がっていない組織もあり

ます。利益が上がっているところは他の社会

的目的のために再投資することができます。
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支援機構
三段階の支援 :

:撮接的なビジネス支援
略的なビジネス支援

・代表機関とネットワークの設立

な特融:

・ビジネスに関する知蹴を利用できるよ
うにする

・宣伝と認識の向上を図る
.評価及びインパクト介折
・コンソーシアム及びソーシャル・ファ
ーム・クラスターの結成

スライド 8

では¥支援の仕組みについて少しお話をし

たいと思います。ソーシャルフアームジャパ

ンのように¥ヨーロッパではさまざまなソー

シャル・ファームを支援する目的の組織があ

ります。とても早い段階からとのような組織

がありました。そして非常に複雑で、専門化し

た組織に発展していきました。支援組織はさ

まざまなレベルでの支援を提供します。例

えばソーシャル・フアームをイタリア¥UK，

ドイツ¥ベルギーで立ち上げたいという場合

には¥ソーシャル・フアームの支援組織の事

務所があって¥そこに行って自分のビジネス

のアイデアについてアドバイスを求めると

か¥どうやって人を雇うか¥どういう仕組み

Jこすればいいかという具体的な支援を得るこ

とができます。乙れは普通の企業を立ち上げ

る時にサポー卜を受けるのと同じで¥ソー

シャル・フアームに対する知識や歴史などに

熟知した人がやってくれます。私の同僚もそ

ういう仕事をしています。まずビジネスプラ

ンを検討します。もちろん財務の計算、製品

のマーケティング戦略など普通のビジネスコ

ンサルタン卜がやるのと同じことをします。

しかしその中に公的支援はどういう形で入れ

るのかとか、就労に困難のあるスタッフの研

修・司11練の二一ズを分析し¥さらに障害関連

の問題を職場でどのように克服すればいいの

かというようなアドバイスを提供します。こ

れは最初の段階、特に立ち上げ段階で重要で



す。とうした支援を求められる場所があると

いうのが大変役に立ちます。

次lこ¥戦略的なビジネス支援と呼ばれてい

る支援があります。ソーシャル・フアームの

支援組織はソーシヤjレ・ブアームに対してよ

り高いレベjレでの支援も提供します。乙れは

企業の業界団体のような仕組みと似ていま

す。ソーシャル・ブアームの団体が¥ある特

定の研究やマーケテイングや税制面に関する

研修セミナーを開く Oそれぞれのソーシャjレ・

ブアームが抱えている問題をもう少しみんな

で取り組めるような場を提供します。それか

ら¥ネットワーキングという仕組みもありま

す。年次総会やワークショップ¥セミナ-

そしてソーシヤjレ・フアームの知名度を上げ

るためのいろいろなイベン卜を行ったりしま

す。

そしてアイデアの交流、国と国との協力な

ど、ヨー口ッパですともう随分前から欧州委

員会から支援を得て¥さらにとのモデルを

ヨーロッパのいろいろな国々で展開していく

ような支援を得るととができました。とれも

我々にとってとても役に立ち¥重要なととで

した。

-評価及びインパク
ト介析

スライド 9

主な特徴というととで¥これは先ほどいくつ

か申し上げましたが、後でまた触れますけれど

も¥評価及びインパク卜分析、これが重要な点

調 1... r欧州のソーシャル・ファームの現状と評価」

の準備の中に盛り込んでいますが¥ソーシヤjレ・

フアームを発展させる中で評価及びインパク卜

分析は重要でした。詳しくは申し上げませんが¥

そのやリ方であるとか¥結果をどのように使っ

ていったかということも重要です。いろいろな

方法が使用されましたが¥そのいくつかをご説

明したいと患います。

使用 される方法

• SRO I (社会投資収益率)のバ
リエーション

・バランス'スコアカードのバ
リエーション

-社会監査

スライド 10

まずーっ¥インパク卜の測定の仕方。つま

りソ-シヤjレ・ファームが成功しているかど

うか。それが成功しているというととを証明

することによって政府や寄付をしようとして

いる人から資金を得られる。できるだけ具体

的なデータや数字で証拠を示していくととが

必要です。SROl(社会投資収益率)を使って

います。とれは企業において投資収益を計算

するときに使っているもので¥ つの規準に

なります。詳細についてお話はしませんけれ

ども¥いくつか具体例を出したいと思います。

一般原則

e 何を評価するか
・どのように評価するか
・指標の選択 H

です。とれを一つのトピックとして今日の発表 スライド 11



まず普通の企業と同じようにソーシャ jレ・

フアームとしては財務報告を定期的にしなけ

ればなリません。収支報告というものを作ら

なければいけないわけです。経営者として検

討しなければいけない。法律でも毎年報告を

する乙とが義務づけられていますから、 投資

額やその収支はどうなっているかという乙と

を説明しなければならないのです。

-企業業績指標
串個人社会指標
・コミュニティ社会指
標

-社会投資指標

スライド 12

さらにヨーロッパでは社会関連の投資が

ソーシヤjレ・ファームになされたときに、そ

の社会投資収益率を示さなければならないこ

とになっていますO

'fJlJ 

• FAFによるソーシャ jレ・
ファーム研究

スライド 13

その結果をい くつか乙こに出しています。

公的な資金援助に対して乙のような数字を示

すことが必要です。例えばドイツで 1万ユ一

口の資本でソーシャル・フアームが立ち上げ

られたとします。それに加えて最初の 3年

間は給与に対する資金援助も得られます。最

初の 1年が 800/0、2年目が 700
/0、3年目が

600
/0という形で¥それだけの資金援助が得

られます。それを全部計算し¥そして 3年後

に結果がどうなったかを見ていきます。まず

最初に我々が公的資金を得て支援した人たち

がまだ仕事に就いていられるかどうかを見る

乙とが必要です。職業関連のさまざまなプ口

グラムを展開した結果、どうなったかを見る

必要があリます。そして同時に財政面での収

益が上がったかを計算する必要があります。

乙こでは 1人当たリ 1年聞に平均いくらが

得ているかを計算しそしてその人が税金を

投入してソーシャル・フアームで仕事をした

ことによってどういうお金を生み出したかを

計算しています。

o. 

スライド 14

-ソーンヤル ・ファー
ムの各従業員は毎年
964ユーロの黒字を
国に計上

@ソーシャル・ファー
ムへの投資により、
プラスの財務リター
ンを生成

-研究によれば、入院
率も低下

スライド 15

こ乙で、ご覧になっているのは、とてもシン

プjレな計算で¥1人のために入ってくるお金、

そしてその人が冨に戻したお金です。ソー



シャル・フアームで働く乙とによって固に返

すお金というのはどういう意味かというと¥

通常の雇用契約で人が働いている場合、例え

ばいろいろな税金も払ったりします。そして

間接税も払わなければなりません。比較的シ

ンプjレな方法を採用しているのですが¥ ドイ

ツではとの手法が非常に成功しています。政

府は明快でシンプルでわかりやすい¥人に伝

えやすい結果やデータを求めますから。とう

いう計算方式を導入したごとによって¥政府

はソ-シヤjレ・ファームに対して大いに関心

を示すようになりましたし、またソ-シャル・

フアームへの政府が投資をするととによっ

て¥どのようにプラスの効果が生まれている

かがわかってもらえるようになリました。

投資収益率の計算と社会投資収益率の計算

方法というのは¥多くの組織で現在ヨーロッ

パで採用されている計算方式です。もし関心

のある方がいらっしゃるならば見ていただけ

ると思うんですけれども、乙の分野について

ヨ一口ッパと日本で協力もできるのではない

かと思います。

-最近の動lロ

スライド 16

次は¥非常に幅広いソ-シャjレ・工ンタ-

プライズ部門についての最近のヨーロッパの

動向をお話しします。

一番重要なポイン卜ですが¥30年前に EU

の瞳害を持つ人たちに職業へのインテグレー

ションのためのファンドができました。 30

年の問、欧州連合からソ-シャル・フアーム

噂演 1t.. r欧州のソーシャル・ファームの現状と評価」

やソ-シャル・土ンタ-プライズに特化した

資金はあリませんでした。しかし利用できる

ファンドはいろいろありました。し力¥し初め

て欧州委員会が¥ソーシヤjレ・エンタ-プラ

イズ¥ソーシャ jレ・ファームはとても重要

で¥十分に発達したモデルであり¥乙のモデ

ルに特化した形で一定の資金を投じることは

意味があると考え始めま した。そこで EUと

して来年 8，000万ユーロをソ-シヤjレ・工ン

タープライズ-モデルに投資をしてその活動

をさらに発展させようという取り組みがあり

ます。ヨー口ツパではとても重要なことです。

各国の法律がありますけれども、しかし欧州

委員会の側からも各国の状況というものを均

一化していく取リ組みが見られています。例

えば¥ソーシャル・工ンタープライズ¥ソー

シヤjレ・フアームが各国でどのように資金を

得ているのかというあり方を見ますと¥複雑

で¥しかも各国それぞれ状況が違います。し

たがって EUでは¥とういった資金調達の好

事例をうまくいってない圃やヨ一口ッパにど

う展開していくととができるのかを見るとと

ができます。それは大きなトピックです。そ

して¥それによりソ-シャル・工ンタ-プラ

イズ¥ソーシャル・フアームに対する人々の

認識を高めるととができます。特にヨ一口ツ

パは今、財政危機の状態です。そんな中で

ビジネスのやり方も変えようとしています。

ソーシヤjレ・エンタ-プライス、は現在の財政

危機の対応として代替的なモデルとしてとら

えられているわけです。だからとそこのモデ

jレに対する意識向上のためにより幅広く資金

を投じられようとしているというととです。
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湿ったff~で一緒に働く方法を模索しようとい

う考え方です。通常の民間企業で仕事ができ

ない人たちに働く場所を提供しようという乙

とです。

10年前¥ ドイツ政府の委託を受け¥ 嘩害

者のインテグレーションプログラムについて

ソーシヤjレ@ファームと民間企業の比較調査

をした乙とがあります。そのときにボッシユ

に部品を納めている企業の調査をしま した。

乙乙では精神的な嘩害のある人たち雇用をし

ています。面接調査をしてみたととろ¥同僚

には精神的な障害があるということを知られ

たくないと言っていました。乙のプログラム

はとんなふうに始まったのです。例えば精神

的な障害があれば居心地が悪く¥職場ではど

うしても隠そうとしてしまいストレスがたま

ります。ソーシヤjレ・ファームのシンプルさ

は¥もちろん重度の障害がある人たちは自分

たちの話をする乙とができるという乙とで

す。もちろん仕事が中心ですからおしゃべり

はしている暇はないかもわかりませんけれど

も¥隠す必要はないわけです。乙れはとても

大事な乙とです。

また、他↓こもいろいろな利点がありました。

ソーシャル・フアームで仕事をするととは健

康向上にもつながるというととがわかりまし

た。それを我々は明確に政府に伝えました。

本当にしっかりとした調査研究ではありませ

んでしたが。現在¥ ドイツでは同僚たちがそ

ういった調査を開始しました。私は結果をと

ても楽しみにしています。ソーシャル・フアー

ムで仕事をするととにおけるモチベーション

は何なの力¥民間企業で働くよりもモチベー

ションは高いのか¥エンパワーメン卜はどう

なのわ¥という乙とに賢蝶があります。民間企

業の場合には乙のようなととを評価する尺度

が発達していますので¥ドイツのソーシャル・

ファームでも同じような尺度を利用して評価

し¥民間企業と比較などをしています。

社会改革ついてはあまり話をしませんが¥後

来年、欧州委員会は乙のイ二シアティブに

ついて法制度に目を向けていこうとしていま

す。各圃異なる法制度があリますので、それ

をもう少し調和を持たせてい乙うということ

で¥必要があれば改善してい乙うという動き

があります。 法律が非常に先進的な国もあれ

ば¥南欧、中欧はもう少し先進的な欧州諸国

から学ぶことができます。欧州委員会や EU

の機関がベストプラクティスを発掘し¥それ

を広めていごうという考え方です。我々はと

のことはとてもいいごとだと考えています。

8，000万ユーロというのは巨額だと思われる

かもわかリません。実際そうではないと思い

ますけれども、 嬉しく思います。

もう一つ申し上げたいのは¥ソーシャjレ・

フアームや社会的協同組合の統合的な効果を

お話したいと思います。ソーシャル・フアー

ムで仕事をする乙との効果は何なのか。例え

ば失業している状態、あるいは民間企業で働

いているととと比較してどうなのかという乙

とです。もともとこのモデルは資本主義経済

において非常に冷たい民間企業の代替策とし

て生まれてきました。資本主義のもとで仕事

をしていると搾取され¥どんどん健康状態や

精神状態が悪くなるという受け止め方があり

ました。しかし¥現在ではそうではなく¥そ

のようなととを言う人はいません。民間企業

もかなり理念が変わってきたと思います。し

かしソーシャル・ファームでは民間企業とは
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ほどフィリーダさんがふれるかもしれません。

ヨーロッパ・ソーシャル・フランチャイジング・
ネットワークによれば
-ヨーロッパlこ60のソーシャル圃フランチャイズ
・13，000人を超える従業員
-小売り 、観光、省エネ、 ソーシャル・サービス

スライド 18

ソーシャル ・フランチャイズ方式について

少しお話をします。なぜなら、日本とヨ一口ツ

パの協力にも関係しているからです。ソー

シヤjレ・フランチャイズ方式というのはシン

プjレです。成功しているソーシヤjレ・フアー

ムがあれば¥同じビジネスを他の場所で展開

したいときに広げていくという乙とで¥例え

ばイタリアの卜リ工ステのホテjレが最初の

とっかかりとなったという経緯もあります。

ホテル運営の最低水準を設け¥どのように清

掃するのか、力スタマーサービスをどのよう

にするカ¥ マニュアルを作成し¥ヨ一口ツ

パに展開していくO もう一つの例はドイツの

ス-J¥ーマーケットのチェーン屈です。大手

進出で閉鎖に追い込まれている中小規模の

ス-J¥ーマーケットを引き継ぎ¥大手には競

争力では勝てませんが、利益を上げる形で運

営をしています。このようなモデルはますま

す重要で¥ソーシヤjレ・フアームセクターが

大きく伸びる要因にもなっています。

数年前にヨーロ ッパ・ソーシャル・フラン

チャイジング・ネットワークができました。

ヨ一口ッパに 60のソ-シャル ・フランチヤ

イズがあるということで¥日本でも乙ういっ

たネットワークにご興味があるのではと思い

ます。日本の状況に合ったものも生まれるの

ではないかと思います。スーパーマーケット

はかなりの投資金額が必要ですからわかりま

沼演 ~ rl欧州のソーシヤlレ・ファームの現状と評価」

せんが。しかし例えば英国のグループでは¥

環境に侵しい洗車の方法、 顧客のガレージに

やってきて環境に但しい形で洗車してくれる

というようなビジネスもあります。乙ういっ

た興味深し¥モデjレを検討する乙とによって¥

さらに連携を深めていく乙とができるのでは

ないかと思います。

このネッ トワークは 3ヶ月ほど前にワル

シャワで会議を開催しました。乙のネ ット

ワークは現在 60のソーシャル・フランチャ

イズが加盟し¥そして 1万 3，000人を超える

従業員が雇用されているという乙とが発表さ

れました。この数はソーシヤjレ・フアームだ

けでなく、ソーシヤjレ・エンタ-プライズま

で広げた数ですが¥多くはソーシヤjレ・フアー

ムでした。直言害を持った人たちが雇用されて

うま く機能しているという乙とを意味してい

ます。

昨年東京でのシンポジウムに¥スウ工ー

デンからル・マ ットというホテルのマネー

ジャーもいらっしゃっていました。ル・マッ

卜はイ タリアで始まったのですが¥ネット

ワークを展開し¥パッケ-ジツア一、ホテル¥

観光業等でイタリア¥スウェーデン¥ドイツ¥

ク口アチアが乙のネットワークに参加してお

ります。さらにネットワークは広がっていま

す。

乙のたびはヒ、ツグ・アイに宿泊させていた

だきまして¥すべての設備がとてもアクセシ

ブルで感銘を受けました。やはりアクセス可

能なツ-リ ズムということを行っていらっ

しゃいますので連携可能なのではないかと思

いました。



スライド 19

• EUと日本
の連携

との発表を今回準備したときに¥今回で来

日が6回自になリ¥今までソーシャル・ファー

ムの歴史であるとかモデルについて話をしま

したので¥今回はもう少し EUと日本の連携

を考えてみたいと考えました。

今まで日本の方々といろいろ意見交換をし

て大変有益でした。ただそれだけではなく

て¥もっといろいろできるのではと思ってい

ます。日本のアイデアを学び¥今度は具体的

に協力ができる分野がどんどん出てきている

と思います。

EU-日本の連携についての
アイデア

金需要を抑えることが基本/バーチャ
ルなイ ンターネットベースの協力管IJ:

.研修力リキュラムに閣する情報失換
・デー夕、ベンチマークとインパクト
評価ツールに閲する情報会換

・24aの共団開発
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最後に日本と EUの連携についてのアイデ

アですが¥後ほと、デ、イスカッションのときに

さらに膨らませてお話ができればと思います

が¥例えば¥できるだけ少ないリソースで何

ができるかというととを考えても¥いろいろ

なととができるのではないかと思います。昨

日¥東京で意見交換会があリまして¥ソーシャ

ル・フアームのマネージャーたちの研修の機

会が必要だという話が出ました。とれは日

本、 ドイツ¥イタリア¥スウェーデンど乙で

も共通の課題だと思います。最初は NPOと

して社会的に仕事をしているととろが、例え

ばソーシャル・フアームを立ち上げる場合¥

いろいろなものが必要になりますがそのうち

の一つが良いマネージャーを持っととです。

研修についてはヨーロッパでも長い歴史があ

ります。非常に細かし¥¥そして包括的な研修

カリキユラムを作ってきました。適切な人材

開発については連携できる領域ではない力¥と

思っています。

それからもう一つは¥私たちがさまざま違

う環境にいるわけで¥日本もヨーロッパも環

境が遣うわけです。その中で資金を出してく

る人たちへの投資を促すためのロビー活動も

重要です。乙れは環境が違う中でも方法やア

イデアを共有できると思います。例えば社会

的投資収益率という方法を私たちは財務のリ

ターンを計算するに当たって使いましたけれ

ども、もし日本の方が関心があれば連携でき

る領域だと思いますし¥モデルを一緒に発展

させていくとともできるでしょう。とうした

議論をする過程において¥さまざまなアイデ

アも生まれてくるでしょうし¥評価方法をさ

らによくしていくととができる。私たちはと

れを 20年やっていますけれども、いろんな

ととを人と話をするとさらに新しい切り口を

皆さんと見いだせるかもしれません。とれが

情報交流の興味深いおもしろい部分だと思い

ます。

私は¥ソーシャル・イノベーションに関す

る論文を今年の初めに書いていました。ヨー

口ッパではソーシャル・イノベ-ションにつ

いて関心も高まってきました。ソーシヤjレ・

イノベーションとは主に公共サービスをより

新しいクリエイティブな形で提供するという

ものです。 30年の歴史はありますけれども¥



ソーシヤjレ・フアームそのものがそういう意

味ではイノベ-ションだと言えます。そして

それをさらに一歩前に進めて¥社会経済酌に

ソ-シヤjレ・フアームを見たときに¥新製品

あるいはサービスのイノベ-ションともつな

がってくるというごとだと思います。それゆ

え¥困難もあります。例えば製品やサービス

としてソーシヤjレ・フアームが提供している

ものは¥それなリに非常にうまくはいってい

るんですけれども¥通常の製品とあまり変わ

らない。ソーシャル・フアームから非常に革

新的な製品というのはなかなか生まれていな

いわけです。そういうものを開発するという

ととも連携のーっとしてできるのではないで

しょうか。

新製品とか新しいサービスの開発。新しい

ものと言っても¥例えば日本にあるようなも

の¥例えば緑茶など日本↓こはあってもヨー

ロッパではあまりないようなもの¥それを

ヨーロッパの市場に持ってくるとか。または

娘のためにピンクの羽根のついたユ二コーン

のおもちゃを日本で買おうと思い¥東京中探

したんですけれども¥そうしたものはなかっ

た。小さな子どもたちはピンクの羽根のつい

たユニコーンが大好きなんですが¥日本では

それは見つからなかった。ですから一つの地

域のトレンドがあったら¥それを別の地域・

固に持っていく O 乙ういうものがありますよ

という乙とを別のと乙ろに伝える乙とによっ

て¥それが一つのチャンスとなって¥全く同

じものでなくても少しバリ工-ションを加え

たものを他の市場に導入するというごともで

きるのではないでしょうか。日本ではどうい

う製品をソーシャル・ファームが出している

のか¥どういうサービスがあるか。そしてヨー

ロッパではどうかという乙とでお互いに比較

して¥結果としてさらに一歩進んでお互いに

ど乙かで協力できないかというととも模索で

きると思います。

圃 i買1t> i欧州のソーシャル・ファームの現状と評価」

皆さんのご意見は?
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私の話は以上です。後ほどデ、イスカッショ

ンの時聞にまた質疑の場が設けられています

ので¥大変楽しみにしております。皆さまの

ご意見もぜひ伺いたいと思っています。あり

がとうございました。



【講演2】「オランダとベルギーのソーシャル・ファームの動向」

バーナードー ジ、エイコブ

保健ガイダンス地域間協会の戦略マネージャー兼コーテ、イネーター

ベルギー保健省メンタルヘルスケア改革プロジ‘ェクトマネージ‘ャー兼コーディネーター

講演要旨

非政府機関のソ-シャル・ファーム・ヨー

ロッパζEFECによれば¥ソーシャル・フアー

ムとは¥障害のある人々、あるいは労働市場

において不利な立場にある人々を雇用するた

めに作られたビジネスである。

ソーシャル・フアームは¥その社会的使命を

遂行するために¥市場志向の商品の製造や

サービスの提供を行うビジネスである。(収

入の 500
/0以上は商取引から得なければなら

ない。)

ソーシャル・ファームの従業員の相当数

(最低 300/0) が¥障害のある人々¥あるいは

その他の労働市場において不利な立場にある

人々である。

各労働者は¥各自の生産能力にかかわらず¥

仕事内容に応じ、市場の相場に従って賃金ま

たは給料を支給される O

労働の機会は¥不利な立場にある従業員と¥

不利な立場にはない従業員とに¥平等に与え

られなければならない。すべての従業員は¥

雇用に関して同等の権利と義務を持つ。

今回の講演の目的は¥乙の定義を踏まえ¥オ

ラン夕、とベルギーにおけるソーシャル・エン

タ-プライズの具体的な状況を分析するとと

である。

オランダでは、ソーシャル・エンタ-プラ

イズまたはソーシャル・ファームは¥経済的

目標と社会的目標をともに掲げる企業で、従

業員の少なくとも 35%は嘩害のある人々、

またはその他の不未Ijな立場にある人々であ

る。ソーシヤjレ・フアームは経済的に自立し

ており¥他の企業と同様に、持続性と市場で

優位に立つととを目指している。また¥その

特異な職員構成から¥障害のある従業員と障

害のない従業員の社会的統合も 目標とされ

る。前述の 35%という数字は¥厳守すべき

値ではなく¥ガイドラインである。しかし¥

障害のある従業員が企業内で相当数を占めて

いる乙とが重要である。

ベルギーでは¥ソ-シャjレ・エコノミーが

議論の的となっている。ソーシャル・エコノ

ミーとは、主として協同組合及び/または社

会的目的を掲げている企業、非営利団体、共

済組合¥財団などが営む、商品の製造やサー

ビスの提供を行う経済活動と理解されてい

る。その倫理的価値観は¥以下の原則に現れ

ている。すなわち、利益の追求よりも¥地域

社会と地域の人々へのサービスの提供を最終

目標とすること¥自立した経営、民主的かっ

参加型の経営、収入の分配において、 資本よ

リも人と労働を優先するととである。

講演では¥これらの企業が経済的目標だけ

でなく¥社会的目標も掲げていることを再確

認し¥実際Jこ¥経済的手Ij益と社会的利益は両

立できることも述べる。

また¥起業スキルの開発、政府との関係、法

律と規制、経営と人事方針などの課題を明ら

かにする。

さらに¥オランダの「全国農業ケア支援

局 CtheLandεlijk Steunpunt La門dbouw& 

Zorg) Jやベルギーの「劃引券制度」などの

ク、ツドプラクティスも紹介する。

最後に、メンタjレヘルス予防¥社会貢献活



動、労働市場への統合、心理社会的リハビリ

テーション及びソーシヤ jレ・エコノミーな

どにかかわる世界的なネットワークである

「ガイダンス・アンド・ヘルス地域連携協会

(Inter-Regional Association for Guidan仁eand 

Health) Jを開発したベルギーの特別なモデ

ルを紹介する。

講演

ソーシャル・ファームに関する
シンポジウム

日

スライド 1

ベルギーとオランダにおける
ソーシャル・ファーム

ソーシャル・ファ-1 ヨーロョJ

2. 

スライド 2

ご紹介いただきありがとうございます。今

日とのシンポジウムに出席できるととをとて

も名誉にノ患っております。初めて日本にまい

りました。とのように革新的な発想をもって

日本の体制を改革しようというご姿勢に対し

て心から敬意を払いたいと思います。

ベルギーで私はこの 3年間特別な任務をもっ

てベルギーの保健省に仕事をしてまいりまし

た。メンタルヘルスと精神医療の分野の大変

演2 ・， rオラン夕、とベルギーのソーシャル・ファームの勘向」

革を起ごそうということになりました。まず

は数年で精神病院をすべて閉鎖することにな

りました。乙れは喜ばしい乙とです。という

のはこのプロセスの中で重要事項と して精神

害のある方々、あるいはコミュニティで問

題を抱えた方々を社会にインクルージョンし

ていき、そして新たな雇用においてインテグ

レーションしていとうという試みが始まりま

した。従いまして、ソーシャル・フアームの

ような新 しい取り組みの話ができますとと

は、私にとりましてはとても立喜しいととであ

リます。

九四四
h
a
L

ソーシャル・ファーム・ヨーロツI¥CEFECによる定

オランダにおけるソーシャル・エンタープライズ

ベルギーにおけるソーシャルエコノミー:多段階アフローチ

ワロン地践におけるソーシャルエコノミー

ガイダンス ・ アント ・ へルス地場連機協会 (Jntcr~Regional
>socin.tion fOl" Gnidancc叩 dH伺 lth)

3 
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さて、私は今日、オランダとベルギーで行

われている新しい実践についてお話をしたい

と思います。まずは歴史から始めたいと思いま

す。ソーシャル・フアーム・ヨ一口ッパ仁EFEC

というネットワークが結成されました。ネット

ワークが提案したソーシャル・フアームの定

義をお話し、それからオランダにおいてのソー

シャル・エンタ-プライズの話、そしてベル

ギーというのは政治的に難しい国ですが、ベル

ギーにおけるソーシャル・エコノミーのお話、

さらにベルギーの一つの地域についてお話を

したいと思います。ベルギーのフランス語圏に

なるワロン地域においてのソーシャル・エコ

ノミーのお話をしたいと思います。そして具

体例として、私はベルギーの大きな NGOのディ

レクターをしていたわけですが、リ工ージ、ユ

という小さい町で同僚とソーシャル・フアー

39 



ムを設立した事例をお話ししたいと思います。

ソーシャル・ファーム;

CEFECによる定山

4 

スライド4

CEFECとIa:: 

ソーシャJレ・ファーム・ヨ一口川、CEPECは、ヨ一口ツ/、

各地のソーシャル・ファームのネットワーク l

ソーシャル・ファーム，ヨーロツJ¥CEFECは、nに省参加

型の総合ネットワークで、全EU加盟国の会員を代

して活動

5 

スライド 5

ヨーロッパのソ-シャル・ファームについ

てシユワルツざんから先ほどお話があリまし

た。シュワjレツさんはソ-シヤjレ・フアーム

のパイオ二アの一人であります。イギリス¥

イタリア¥ギリシヤ¥それからドイツでも同

じような試みがなされています。80年代の

終わりに私たちも最初のソ-シャル・ファー

ムのネットワークをヨ 口ッパで結成しよう

ということになりました。ソーシヤjレ・フアー

ム・ヨ一口ツ/¥ CEFECという名前です。ソー

シヤjレ・フアームのネットワークをイ乍るとい

う乙とだけではなく¥新しいやり方で不利な

条件を労働市場で抱えている人たちへの雇用

も創出していく新たな方法を試そうというこ

とになったのです。 EUの 15の加盟国の会

員を集めましてネットワークは作業を始めま

した。

40 

ソーシャル・ファーム CJ・FECによる広』

ソーシヤル・ファームは‘ ñ~-dのある人々、あるいは労払~;fï滑にお
いて不科与立糊にある人々を厄用するために作られたビジネスで
ある

ソーシャル，ファームlま‘その社会的僅命を追求するために、市
悪向の需品のlt造やサービスの抱供を行うビジネスである l収
入の50~b以上は商取引から仰なければ本らtJ.い J

ソーシャjレ，ファームの従手目の担当故f量低30悌}が、 再審のあ
る人々、あるいはその他の労働市場において不利な立場にある
人々である

6 
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巷労惜4i'!ま、各自の生産能力にかかわらず、仕J島内容に応L、

市塙の相増に従って'i.金または給料を支給される

労惜の極会は、不利な立場にある従a五日ι不利な立唱には

拡い誕A芸員とに、平等に与えられ怠ければえよらえ£いすべての
従武帥は、瓦用に捌して同時の権利と1務を持つ

7 

スライド 7

まずヨ一口ッパ各国が使えるようなソー

シヤjレ・ファームの定義を作ることにしまし

た。EU各国聞で法律¥経済情勢¥政治の立

場も違うということで簡単ではありませんで

した。ヨ一口ッパにおいて社会的な法律が存

在しているのは¥当時 7つでした。話し合

いをして¥ひとつのク口ーバjレな定義をイ乍り

ました。ソーシヤjレ・フアームは障害のある

人々、あるいは労働市場で不利な立場にある

人々を雇用するために作られたビジネスであ

るという定義です。重要なのは¥ソーシャル・

フアームは一つのビジネスであるということ

です。そして¥ソーシヤjレ・フアームはその

社会的使命を追求するために市場指向の商品

の製造やサービスの提供を行うビジネスで¥

収入の 500
/0以上は商取引から得なくてはな

らないということです。そして¥ソーシャル・

フアームの従業員の最低 300
/0は障害のある



人々、あるいは労働市場においてその他の不

利な条件を持っている人々であるというふう

に定義しましたo

CEFECというネットワークの運動は、い

ろいろな国の精神障害、例えばイタリアの協

同組合というのも運動として起こり、イタリ

アも 70年代の終わりに精神病棟が閉鎖され

ました。今回のネットワークに参加した人々

もそのような背景を持った人たちがたくさん

参加していたわけです。

定義をさらに続けます。各労働者は、各自

の生産能力にかかわらず、仕事内容に応じ、

市場の相場に従って賃金または給料を支給さ

れるという定義にしています。最後の点です

が、労働の機会は、不利な立場にある従業員

と¥不利な立場にはない従業員とに、平等に

与えられなければならず、すべての従業員は、

雇用に関して同等の権利と義務を持つという

定義です。

精神嘩害のある人が¥仔Ijえば数年後には

ソーシャル・ファームのマネージャーになる

という乙とは特別なととに聞こえますが、現

実としてそのような可能性もあるのです。こ

のようなととも考えてこの定義に入れまし

た。乙のように全般的な定義についての合意

が得られました。

しかし、具体的な細かい状況というのは固

によって違います。そして固によって実践・

適用の方法も当然違います。

オランダにおける

ソーシヤル・エンタープライズ

スライド 8

;頁z噌 「オラン夕、とベルギーのソーシャル・ファームの動向」

私は例として¥オランダのソーシャル・

エンタ-プライズの話をしたいと思います。

ソーシヤ jレ・エンタ-プライズと申し上げ

ましたが、オランタにおいてはソーシャル・

フアームとソーシヤjレ・エンタープライズは

同じです。この二つをオランダでは特に区別

していません。

定

主制的巨欄と社会的自揮をともに掲げる企

従J民向の少なくとも36%は、 師事のある人々‘またはその他の

不利広立場にある人々

社会的蹴合

a 

スライド 9

ソーシャル・エンタープライズというのは

経済的目標と社会的目標をともに持った企業

だというふうにオランタでは定義していま

す。そして先ほどのソ シャル・ファームの

定義と同じように従業員の少なくとも 350
/0

は嘩害のある人々あるいはその他の不利な条

件を持った人々というふうに定義していま

す。また、経済的に自立しているという乙と。

そしてその他のどのような企業とも同じよう

に継続性と市場においての収益性を目的にし

ています。そして障害のあるなしにかかわら

ず従業員を社会的に統合していくということ

を目指しています。

今、 350
/0というパーセンテージを挙げま

したが、乙れは厳格な数字ではなく一つのガ

イドラインです。けれども障害を持った従業

員もその会社を構成しているという乙とが重

要なわけです。

41 



オランダ圏内で270社を超える企

10 

スライド 10

このような定義に基づいて¥現在オラン夕、

国内では、 経済と社会というこつの目的を

持ったソーシャル・エンタープライズが 270

社存在しています。

経済的自律(持続性、収益)

さらに3

社会的自棟(蹄蓄のある人々、長期失薬者、 ホームレ

スなどのターゲットグルーフを従;.nとして混用)

11 

スライド 11

経済的利益と社会的利益の両立は、実際に可能

12 

スライド 12

このような企業は¥経済的目標だけではな

く社会的目標も持っています。従業員は嘩害

のある人々、あるいはとれまで、長期にわたっ

42 

て失業 していた入、あるいはホームレスの

人々 などを対象にしています。 実際、との経

済目標と社会目標は両立が可能です。

一方では、自社の利益を上げ、リスクを避けるために
活動し、持続性と収益を追求する必要がある。

他方では、労{劫市場で不利な立場にある従業員ととも
に活到し、社会的自掃の実現に旗点を絞らなけれlま
ならない。

13 

スライド 13

ソーシャル・エンタープライズには乙のよ

うに二つの目標があるわけです。まず一方に

は自社の利益を上げてリスクに対して適切に

対応し、持続性と収益性を追求するという乙

と。もうーつの目標は、労働市場で不利な条

件を抱えていた従業員とともに協力して社会

的目標の実現に注力するという乙とです。

ソーシャル・エンターフヲイズ"0)支

ソーシャル・エンタープライズを支捜し、促進する政策は、

今のところ何もないが、偶発は進められている。

14 

スライド 14

オラン夕、においては現在、ソーシャル・エ

ンタープライズを支援したり促進するという

具体的な政策はありませんが、徐々に開発が

進められていますし¥特に地方自治体ではそ

のような姿勢が見られます。現在、いくつか

の地方自治体ではソーシャル・エンタープラ

イズを促進させるビジョン、あるいは政策を

持っています。



二つ例を挙げることができます。一つはヘ

ンチェルという名前の町です。ことではソー

シャル ・エコノミーというのを 2006年から

2010年にかけての計直の目標の一つにして

おり¥スローガンとして結束することによっ

て存在感が高まるということを考えていま

す。それからもう一つはアムステルダムにあ

る町です。とこではソーシャル・エンタープ

ライズが抱える経済と社会というハイブリ ツ

ドの状況を支えてい乙うという姿勢を明確に

しました。もっとソーシャjレ・エンタ-プラ

調 2レ 「オランダとベルギーのソーシャル・ファームの動向」

法いと規

の立ち上げ

府による支

.， B 

スライド 16

イズをアムステルダム，e::t普やしてい乙うとし しかし、経済目標と社会目標の両方がある

ています。 のでさらに課題があるのです。例えば立ち上

w … l げ時の資金を獲得しなければいけませんし、

政府との.

遺的聾併の過守

..i~ 会--._... 

15 

スライド 15

ソーシャル・エンタープライズやソーシャ

jレ・エンタ-プライズを始めるときには企業

を立ち上げるときと同じようにいろいろな課

題もあります。例えば適切なスペースを探す

とと。そして¥さまざまな起業に関わるスキ

ルを発展させる乙とも重要です。これは後ほ

ど話をいたします。法的な要件に適応しなけ

ればいけませんし¥行政とのリ ンクもまた重

要なことです。そして¥非常に難しいことは

資金を調達しなければいけないというととで

す。

経営技能を持ち社会的な意識も高い優れた経

営嘩を探さなければいけません。また、行政

との良い連携も必要です。例えば被雇用者給

付制度機構 UWV(Institute for employment 

insurances) などの社会サービスとの連携が

必要ですO

特にソ-シャル・エンタ-プライズで重要

なことは、事業としてやっていくためのス

タッフのリクルートと研修です。例えば精神

障害のある人は¥(一般の企業では)職を失

うリスクは高いです。特定のグループにおけ

る作業の生産性については不確実性が伴うも

のです。ですので、とのような方々に適した

形で働いていただく、 雇用の機会を提供する

ことはとても重要だと思います。

ソーシャル ・エンタープライズには社会

サービスを受けていたリ¥あるいは法的に保

議されている従業員が多く働いています。そ

乙で国の法律、 規則も透明性と柔軟性が求め

られます。特別にビジネスを立ち上げるため

には銀行そして行政に新しい事業立ちょげの

支援を求めなければいけません。また¥経営

陣と人事方針も重要になります。二つの目標

を抱えていることによって複雑になるからで

す。しっかりとした方針が必要です。さらに、
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三つの目標を抱える場合もあります。利益を

出すこと。雇用に不利な方々に仕事を提供す

るとと。社会的インテグレーションを提供す

ることです。

そこで、政府の行政の支援がとても重要に

なります。そしてロビー活動を行うための強

力なネットワークが必要です。シュワルツさ

んもおっしゃいましたように、この新しいシ

ステムを積極的に推進していきながら、新し

い形で、障害を持った人たちとの仕事のあリ方

を考えていくことが必要です。

欧州でも当初は同じ状況でした。いろいろ

なネットワークがパイオニアの人たちによっ

て作られて発展してきたわけです。

な10

労働力の可動性

持続性

17 

スライド 17

もちろん難しさが伴うのもソーシヤjレ・エ

ンタープライス、です。まず労働の可動性とい

うことですけれども ソーシャル・エンター

プライズのインタビ、ユーをしてみますと難し

い点として挙げられます。一時的に雇用され

ているという乙と、また労働力の利用可能性

が限定されている、ウェイテイングリストが

あるというようなことがあります。

また、持続性というのも課題の一つです。

スタッフの継続性の問題があります。ヨー

ロッパでも例えば特定のプロジ、ェクトのため

に雇われた人たちが、そのプロジ、工ク卜が終

わってしまうともうそとで働けなくなってし

まう。そして企業の方も経験のある人たちを

失い、人々も失職するということです。そう

しますと自信をなくしてしまって雇用市場で、

なおさら不利な状況に置かれるという悪循

環ーになリます。この問題は特にソーシヤjレ・

フアームの初期の段階でヨーロッパにおいて

見られた状況です。

もう一つ難しいところは、競争力という乙

とを挙げることができます。例えばソ-シヤ

jレ・フアームがしていることと同じ分野で再

統合ビジネスがあったとして、クライアン卜

がそれに対してお金を支払う必要がなけれ

ば、やはりそちらが選ばれてしまうでしょう O

ですからパートナーシップを組む乙とが解決

方法になります。

クッドフラク子ィス

全国農業ケア支援局

(The Lat1delijk Steunpllnt 4¥ndbouw & Zol'g ) 

スライド 18

オランダでの好事例をご紹介したいと思い

ます。フラマン語でTheLandelijk Steunpunt 

Landbouw & Zorgと言いますが、全国農業

ケア支援届というものです。乙こでは農業と

ケアを結びつけてビジネスとして成リ立たせ

ています。これは非常にユ二一クな組織で

す。福祉農園というものです。これは他の固

にとっても例として採用できるかもしれませ

ん。この会員になりますと保険会社からも保

険料を害iJ引され¥品質認証制度などもあリま

す。そして政府に対し口ビー活動をした結果、

売上税を免除されています。~.章害のある人た

ちゃ労働市場で不利にある人たち、精神的疾

患の人たち¥ホームレスの方々が従事するこ

とができるという乙とで¥オランダには乙の

ような農園が 100以上あります。



スライド 19

ベルギーにおける
ソーシャルエコノミー:

多段階アプローチ

19 

それではここでベルギーの状況を見てみま

しょう O 説明したとおりベルギーというのは

政治的にちょっと難しい国です。スイスのよ

うに徐々に連邦化してきました。例えば、メ

ンタルヘルスの分野で何かを決定する際には

7人の大臣がそれを所管しているという重複

がありますので難しいところがあります。

5つの原則

ソーシャルエコノミーの}イニシアティブとソーシャル・エンター
フライズでm観される6つの原則:

自立したE

l主主の追求ではなく、地取の人々 や地結社会へのサービスの
供がおもな目的

民主的な窟思決定フロセス

に聞する持続可能なB
20 

スライド 20

ベルギーではソ-シャル・ファームではな

くソ-シャル・エコノミーという考え方を採

用する乙とにしました。そしてソーシャル・

エコノミーとソ-シャjレ・エンタ-プライズ

は五つの原則を重視するとととしました。ま

ず第一は資本よリも労働を優先するととで

す。二つ目は自立した経営です。三つ目は利

益の追求ではなく地域の人々や地域社会への

サービスの提供が主な目的であるとと。また¥

民主的な意思決定プロセスを持つこと。そし

て環境に関しては持続可能な開発を中心とす

昌明演2..' rオラン夕、とベルギーのソーシャル・ファームの動向」

ること。とれが重視する五つの原則です。

スライド 21

ワロン地域における
ソーシャルエコノミー

21 

ことでワ口ン地域におけるソーシヤjレ・エ

コノミーについてご説明します。ワロン地域

というのはベルギーにおける三つの地域の一

つです。ベルギーの国レベルで何が起きてい

るのかを説明するのは難しさがあります。な

ぜなら、経済も文化も、北と南で違うからで

す。そしてソ-シャル・エコノミーは地域ご

とに特性があるからです。

ワロン地縮の人口は約050万人

22 

スライド 22

ワロン地域はわずか 350万人の人口で皆

さんにとってはほとんど問題にもならなし¥小

さな地域でしょう O しかしベルギーは人口

1，100万人の国ですから 350万人というのは

大きな意味を持っています。
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ソーシャルエコノミーとは、主として協同組合及び/また
は社会的目的を掲げている企弘、非営利団体、共済組
合、財団などが営む、商品の製造やサービスの提供を
行う経済活勤と理解されている，その伶理的価他棋l立、
以下の原則に現れているd

23 

スライド23

ワ口ン地域のソーシヤjレ・エコノミーの定

義は、主として経済活動、すなわち商品の製

造やサービスの提供を行う経済活動と理解さ

れています。その主体となるのは協同組合及

び社会的目的を抱えている企業、非営利団体、

共済組合、財団などでありまして、その倫理

的価値観は以下の原則に表れています。

の人々へのサーヒ

2 自立した厄凸

4 般入の分配において、 完本よりも人と労山を私~
ずること

この定舗は、
に記されている

2.4 

スライド 24

まず第ーに利益の追求よりも地域社会と地

域の人々へのサービスの提供を最終目標とす

る乙と。二つ目は自立した経営。そして三つ

自は民主的かつ参加型の経営。四番目は収入

の分配において資本より人と労働を優先する

[コンサルテインク倒111、代

25 

スライド 25

この定義はすべていろいろな事業者が関

わっています。そこでまずご紹介するのが統

合事業者です。とのシステムはどのようなレ

ベルで構成されているかと言いますと、企業

内訓練斐援会社、社会 ・職業的統合機関、社

会的企業、そして適用労働企業といったさま

ざまなレベルがあリます。経済活動を行って

いる統合事業者、すなわち協同組合もありま

すし特定部門、例えばリサイクル、家事代

行サービスの事業者などもあります。そして

ソーシヤjレ・ エコノミーの開発事業者、ゴン

サjレテイング機関あるいは代替融資機関など

があリます。

統合事業右;

及び

企

26 

乙と。 スライド26

この定義は法律の中にうたわれている定義 まず、統合事業者についてお話します。

です。何かを発展させたい場合には法律が必

要です。法律なくしてはなかなか新しい運動

として受け止め推進していくととはできない

と思います。
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社会職業的訓練機関及び企業内訓
練支援会社の契約と助成に関する

法令(2004年4月1日)

スライド 27

これは社会職業的統合機関及び企業内訓練

支援会社から成っていますO そして法律もあ

ります。 2004年の法令がありますので¥ベ

ルギーでも比較的新しいものだというととが

おわかりいただけると思います。 事業者との

契約、助成に関する法律があります。

一一的な目的:

〆包

ロ

的統合への

香受義者が労由市tsでitLiIiする国間を蹄まえた、IJil
者との浬撹に基づく統合的アフロー予による秘労経路の
化

スライド 28

28 

一般的な目標をこ乙に掲げています。社会

職業的統合機関及び企業内訓練支摂会社の一

般的な目的としては、まず受益者の社会職業

的統合への準備を図るごと。また職業訓練及

び雇用へのアクセスにおいて受益者の機会均

等化促進の支援を行うごと。そして各受益者

が労働市場で直面する困難を踏まえて訓練事

業者との連携に基づく統合的アプ口ーチによ

る就労経路の最適化を図る乙とです。

2 ~ fオランダとベルギーのソーシャル・ファームの動向」

社

放を僅

29 

スライド 29

我々はグローバルな形で可能性を不利な条

件を置かれている人たちに提供したい。そし

て仕事の場を与える助けをしたいということ

で¥単Jこソーシャル・エンタープライズとい

うととだけでなく¥本当に就労できるような

経路の最適化を図っていくということに重き

を置いています。

このような企業におきましては全般的な目

的としては¥すべての事業に対して研修の機

会を提供するというととが重要になってきま

す。そして個人、さらに団体としての拘束や

束縛からの解放ということも重要です。

使命:

に閉する針西内容の決定に、史整

30 

スライド 30

使命ですが¥各受益者がプ口としての態度

と技術を身につけられるよう支援し¥そして

車授業訓練能力を開発できるようにする。そし

て質の高い職業訓練を受けられるようになっ

て¥最終的には労働市場に参入できるように

なるということ。そのために特別な事業も



やっていきます。

社 ，及U企寮内RJtl t~支阻会社

使命{続き)・

させる

を主体的に英行させ、社会的

各受益者に、社会的自立を促す

スライド 31

自己の能力の評価結果を理解させるという

ととも重要であリますし¥また自己の職業計

画を社会的に実行し、社会的な関係を構築で

きるようにし¥社会的自立を促すという乙と

です。

社会om的駅舎町四及び企寮内PJ1I日支).<'会社

2010年 12月 31 日現在、ワロン地慌には89の社全I;~定的
倉崎聞が存在し、 123乞1名の原作生を受け入れている‘

2010年 12.月31日現在、ワロン絶域には72の企案内制組支
担金宇土が存在し、 4406名の研修生を受け入れている

32 

スライド 32

2010年の時点、でワ口ン地域には 89の社会

職業的統合機関があリました。そして 1万

2，300名以上の研修生を受け入れていたとい

う実績です。さらに¥企業内訓練支援会社と

しては 72社、研修生の数は 4，400名強とい

う実績です。

統合事業者;

33 

スライド 33

もう一つのモデルがあリます。適応労働企

業というふうに呼んでおり、これも法令に基

づいています。

2002年11月7目、ワロン地場政府による法令の保択

スライド 34

2002年、ワ口ン地域政府が出した法令です。

一応労1h企..tI!r.... 

35 

スライド 35

乙の適用労働企業の主たる目的は乙こに書

いてあるとおリです。障害のある人々の能力

の最大限の発揮、継続的な職業訓練¥職場環



境の改善、適用労働企業内での昇進を可能に

する評価プロセス¥あるいは通常の職場環境

における統合を確保すること。通常の職場環

境に統合できるような状況を目指すというと

とです。

経済性と社会性のはざまで....

スライド 36

この適用労働企業はまさに経済性と社会性

の両方を持つ存在で、 F章害のある人々自身の

利益につながっていくように¥この二つが両

立するということが重要です。

適応労働企業ですが¥他の社会的企業よリ

も政府からの助成金が少なく¥そして徐々に

通常の市場において自立して活動するととが

期待されます。

百応労liJ企

スライド 37

ワロン地域においては 2010年末の段暗で

58社の適応労働企業が存在していました。

障害のある労働者 7，000名が雇用されていた

という実績です。乙れは平均で言いますと 1

社当たリ 120名の障害のある労働者が雇用

2 l rオラン夕、とベルギーのソーシャル・ファームの励向」

されていたという実績になります。

スライド 38

スライド 39

スライド 40

統合事業者:

涜合会-1'ご

合企菜の契約と助成条件に闘する法令

(2003年12月18日)

38 

39 

しているが、他の企提と聞
で‘飯合と経済という2つの

40 

このように徐々に統合が進んでいきます

と、統合企業というのが次の段暗に現れます。

ソーシャル・ファームという名前では呼んで

おりませんが、その使命というのはソーシャ

jレ・ファームの使命と類似しています。

この統合企業という段階にある企業というの

49 



は¥社会的目的を宣言してはいるけれども¥

他の企業と同じような義務や困難¥あるいは

課題を持った企業で統合と経済という二つの

領域の境界に位置しています。この企業にお

いての雇用というのはもう職業訓練の域を超

えたもの¥そして一般企業においての見習い

制度の域に達していて、収益の追求という制

約を伴います。

2010年12.月31日現在、 1701-:土の統合企

が存在し、約2500名の正社民をk!.用している。

41 

スライド 41

2010年の段階でワ口ン地方には 170社の

統合企業が存在していました。 2，500名の正

社員が雇用されていたという実績でした。

まとめ

的統合

支場会社 70社

応労働企鍵 58社

統合企宗 170社

スライド 42

研倖生

12321名

研修生

4406名

際審のある労働者
6970名

正社

2500名

42 

以上¥いろんな種類のソ-シヤjレ・エンタ-

プライズを紹介しましたが¥障害あるいはそ

の他の種類の不利な条件を抱えた人々の雇用

の機会として様々な受け皿があります。実際

に研修の段階を進めますと¥例えば最後の統

合企業では本当に正社員として仕事をする¥

あるいは適応労働企業で仕事をするというと

50 

とが可能になります。シュワルツさんがおっ

しゃったように¥福祉的就労からソーシャ

ル ・フアームなどいわゆる企業に近い状況の

中で¥障害のある労働者が統合されて働ける

というようになってきました。

クットフヲクテJス

外サーピス¥'lいま似

21.4 1フラン

43 

スライド 43

昨年導入された制度ですが¥割引券市IJ度と

いうのがあリます。皆さんに似たようなシス

テムがあるのかどうかわかリませんけれど

も¥とれも雇用創出をサービス部門において

促進するととろが目的です。すなわち個人は

さまざまなサービス¥例えば清掃サービスあ

るいは屋外サービス、例えば買い物などの

サービスを受けたいとき¥例えば私がそう

いったサービスを受けたいときに害Ij引券を購

入します。そしてそれを用いて障害を持つ人

たちに仕事をしてもらう¥買い物をしてもら

う¥庭を手入れしてもらう際に使います。興

味深いととは、割引券は 1枚 21ユ一口程度

で¥ 公認サービス提供者に対して 21ユー口

支払われます。しかし私が払わなくてはいけ

ない負担額は 7ユ一口で¥連邦政府が差額を

支払ってくれるのです。

これにより¥多くのソ-シヤjレ・フアーム

がその恩恵を受け、従業員たちが仕事をする

場が得られる。ベルギーでは多くの経営者た

ちが障害を持つ人たちのために新しい仕事を

どんどん作り出そうとするわけですけれど

も¥それと同時にビジネスを立ち上げ¥発展

させるリスクはで、きるだけ最小限に抑えたい



という希望があります。私の過去の経験で言

いますと¥ソーシャル ・フアームをとのよう

に実践した経験があります。

ガイダンス・アンド・ヘルス
地域連携協会

し

スライド 44

4 

それでは次にもう一つの事例をお話しいた

します。同じ くベルギーの司じ地域ですが、

とれはガイダンス ・アン ド・ ヘルス地域連携

協会という NGOで¥私はディレクターを務

めています。かなり規模の大きい NGOです。

協会

Z巴ユ聾週五虫ζ口泌区ミSネットワーク;

-合計約697名の誕;"Itを抱える非営者I~Hflから既る
ー住民を対露1::94件のサービスを縄供
-リヱージュ州の20の自治体に広がるネットワーク
-15000人を臨える利用舎/コンサルタニノト/摂倍生

スライド 45

s 

60年代から活動を始めました。 60年代、

私はまだごとにおりませんでした。もっと後

から加わりましたが¥大きなネットワークで

す。様々な異なるサービスユニットを組織化

しています。合計約 700名の従業員を抱え

ています。そしてとどで重要なととは¥地方

自治体と強し¥結ひ、つきを持っているというと

とです。地方自治体はそれぞれとの NGOの

理事会に役員を送り込みます。ぞれがビジネ

スを立ち上げる際に役に立ちます。まずは福

2 オランダとベルギーのソーシャル・ファームの動向」

祉活動から始まり、そしてそれをビジネスに

発展させていくというものです。コミュ二

ティケアのサービス組織で¥毎年約 1万5，000

人の利用者や研修生がいます。

ガイダンス，アンド・ヘルス地単4悦卸会 (AICS)Iま、地4t肉
の多〈の均合的立リソースを活用している

人IGS佳婿開発部門(1・1・mの多Y多弘な活1Jh分

6 

スライド 46

いろいろな活動をやっています。福祉活動、

ヘルスケア、社会事業、社会的雇用、様々な

予防活動、安全保安活動、そしてソーシャル・

エコノミーも含まれます。

;TR-AIGSI立、児和、同少年及ひ既人向けの将門サービスと

いう揺で‘メンタルへJレス予防支弘、早期支崩及び専門的な
泊棋とリ I \t リテーシヨンを翼~している

47 

スライド 47

とれまでかなり メンタルヘルスサービスを

手がけてきました。大手の機関の外でリハビ

リテーションプログラムなども行ってきまし

た。研修プ口グラムも行ってきました。



t1~ 

I~I'\lGS(立、国間を抱えている人々、直立している人々、

または社会で公民却をはく草されている人々を受け入れ.支

i込し、長期住宅供給ネッドコークを蝿供している

48 

スライド 48

そして長期住宅供給ネットワークなど地域

において様々な社会活動を行ってきました。

fi量的広報:

汁I~・川GSI;t，適切tj. と労冊市柵への続舎を進めている

49 

スライド 49

また¥様々な職業訓練センターを特定の障

害用に用意し¥政府にも認められています。

!I閣と巳用・3セクターに回す

セシター

屯 Actlv.o出刊 lーワロン給場の認約・刷用

スライド 50

例えばコミュニティキッチンの職業訓練セ

ンタ一、コンビューターグラフィクス¥観光、

語学、園芸、公園 ・庭園などに関わる部門、

52 

そして建物関連¥イベン卜関連の運営、いろ

いろな知識が実は能力として構築され蓄積さ

れています。それは福祉制度の中におけるも

のが主体となっています。地方自治体¥市町

村、そして公共社会福祉センターとも連携し

ておリます。

予防:

L'相手入rGSI玄、自治体♂市町村)及び公共社会福祉セン今一

(('哩PAS)と迅僧し、一般予問、若省支輔、怯存註&U怪犯

予防フロゲラムを運営している

51 

スライド 51

若者たちのための障害予防、アルコーjレ依

存症や軽犯罪の防止プログラムなどを運営し

ています。また、子どもたち¥思春期の青少

年たち、成人の人たちをも対象にしていると

いうこともありまして¥非常に優れたネット

ワークが既にあります。

スライド 52



Yーシャノz，.I.コメ~~~

じfE.-λ1Gおは、ソーシャル・エンタープライズ、企果肉JJtffUt
、社会...j~.. 三、陵台型協同相舎の開発を行っている

53 

スライド 53

福祉制度として最初は補助金などで運営さ

れていきます。あるとき我々は新しいモデル

を模索していました。さまざまな困難に直面

している人たちをどのように統合していけば

いいのかということ。例えば精神的な障害、

疾患を持っている人たち¥障害を持っている

人たち¥ホームレスの人たち、いろいろな人

たちが対象になるわけですけれども、ジョブ

コーチング¥その他革新的なものを探してい

ました。そしてある日¥すべての人たちを訓

練し職を提供するのは難しいという乙とがわ

かったので、ある程度リスクをとって¥そし

て本当のビジネスを立ち上げてみようと考え

るようになったわけです。確かにこれは私

自身にとっても難しいことでした。しかし、

NGOのディレクタ一、ソーシャルワ-力一、

そして心理学の専門家にとって¥今こそ跳躍

の時期だと。そして新しい形での支援を提供

し¥また特定の人たちをターゲッ卜として職

を提供すべきだと¥それを手がけなければい

けないと思うようになりました。

講演2 、 「オラン夕、とベルギーのソーシャル・ファームの町向」

メタ・サーピ又
( M~t..e se円.eeョ)

アルファ・サービス
(A刷噛 se向 Ices)

エコデイ1¥ール
(Eιodto.v') 

スライド 54

7 

54 

d刀は政府から支援を受けており、ビジネ

スマンの乙とは知りませんでした。市場にお

いて活動する乙との難しさについてもあまり

知りませんでした。しかし¥やってみました。

5年後に三つのソーシヤjレ・フアームができ、

そしてご覧いただくように lOO名くらいの

人たちがフルタイムで給与を支払われてい

る。そしてもちろん我々が知識を持っている

分野¥そして活動を既にやってきた¥訓練を

提供し得た¥例えば清掃や庭園管理、公圃管

理、家事代行、ビール製造なども手がけてき

ましたが¥しかし福祉制度から入ってきた人

たちにとっては¥ ビジネスという現実の中で

飛躍の機会を与えられます。

もちろんリスク はとらなければいけませ

ん。一般原則としてソーシヤjレ・フアームを

立ち上げる際の課題はもちろんあります。例

えばいいマネ ジャー¥経営者を選び¥有能

なスタッフを揃え¥そして能力のある人たち

を司 11練してソ-シヤjレ・ファームで、仕事をし

てもらう O ソーシャル・ファームで雇用され

ている人たちの訓練をきっちりと継続性を

もってやっていくということの重要性もあり

ます。研修は続けなければいけません。ソー

シヤjレ・ブアームは単独で、仕事ができるわけ

ではなく、もっと大きなシステムの一部です。

そこにはさまざまな可能性が数多く存在する

わけで¥最終的には本当のビジネス活動に近

いところにまで到達することができます。ビ

53 



ジネスで収益を得る乙とができます。もち

ろん我々がやっている乙とは¥得た恩恵を

NGO に戻して活用するということです。例

えば建物を買って改修して、障害を持つ人た

ちのためのアパートに変換します。我々がビ

ジネスで得た利益をNGOに再度戻し、そし

てそれを活用していくということによってみ

んなを満足させる乙とができるのではないか

と思います。もちろんこれは一つの例です。

ことで発表を終えるに当たって¥革新的で

あるためには¥シュワルツさんもおっしゃい

ましたように¥決して容易なことではな く¥

プロジ、工ク卜を選定するという作業も決して

易しいわけではあリません。事業として何が

おもしろいかというのもわかリません。ベル

ギーというのはビール製造でもとても有名な

国の一つです。多分¥皆がガレージでこっそ

りとビールを作っているんじゃないかなと思

います。皆が作っているがために 900以上

もの異なるビールがベルギーには存在すると

言われます。ビールをいろいろ試すこともで

きます。そ乙で我々も決めたんです。ビール

を作ろうと。ただ NGOとしては人を助けた スライド 55

い¥アルコーjレ依存症の人たちの助けにもな

りたいとノ思ってやってきましたので¥同僚を

説得してこのビジネスをやろうと納得しても

らうのは難しかったんですけれども¥やり遂

げました。

そとで三つのビールを作りました。アル

コ-)レ濃度もバラバラですが三種類作りま し

た。いいビジネスです。成功しています。と

れは通常のビジネスだからです。あるビジネ

スを¥例えば不利な状況にある人たちと立ち

上げる際に¥皆同じような方向でものを考え

がちです。例えばメンタルヘルスの問題を考

えている人たちは農業に従事しなければいけ

ないと力¥清掃に従事しなければいけないと

思いがちですけれども¥それだけではないで

しょう。シュワルツさんもおっしゃいました

ように、良い活動やプ口ジェク卜ができるは

ずです。そしてレベルの高い製品を作るとと

ができるはずです。そしてビール製造してい

る工コディパールというソーシャル・フアー

ムは¥とても或功しています。

日本ではそういったものをまだ固にしてい

ません。もしかすると可能性はあるかもしれ

ません。交流を進めでい く乙とができるん

じゃないでしょうか。日本もベルギーと同じ

ようにビールがお好きな方は多いですよね。

ですからそ乙からワ口ン地域と日本との聞で

交流を始めてはいかがでしょうか。

ご清聴に感謝いたします。

d
」 ありがとうございました



調 3 英国のソーシャル・ファームの動向」

【講演3】「英国のソーシャル・ファームの動向」

講演要旨

フィリーダ・パービス

リンクス・ジャパン会長

英国のソ-シャル・エンタープライズ・ セ

クタ-(ソ-シャル・フアームもこれに含ま

れる)は¥社会の不平等に立ち向かい¥企業

をより社会的なものJこする一方で¥社会組織

はよりビジネスライクなものにしていくべき

だという一般の要望を受け、活気を帯びると

ともに規模を拡大しており、政治的関心を大

いに集めている。また¥従来の企業セクター

は¥納税と雇用の提供以上に社会と環境に対

する員任を真剣に果たすととをせず¥破たん

しつつあり、その最重要責務である株主利益

の最大化を見直さなければならないという強

い意識が認められる。このような背景の下、

企業は自社製品が顧客にとって好ましいもの

か否かという根本的な問いかけすらしておら

ず¥企業の社会的責任は¥事実上、名ばかり

になってしまっている。

若者は、良いととをしている雇用主の下で

働きたいと望んでいる。また¥若者をはじめ¥

他の人々も社会革新に魅力を感じ、世界にプ

ラスの影響を与える新たな働き方を見出そう

としている。彼らはソ-シヤjレ・エンタ-プ

ライズを、解決困難な社会問題に取り組み、

新たな価値観に基づく経済を促進するものと

見なしており¥政府は社会起業家精神を鼓舞

するととが¥すべての人々に利益をもたらす

と認めている。

昧が明確に理解されない理由として¥用語に

関する混乱があげられる。「ソーシヤ jレ・ビ

ジネス」では¥社会面¥倫理面及び環境面の

定められた目的の達成が¥商業的目的の実

現と同様に、企業にとって重要となる。(し

たがって、商業的なリターンが最優先される

場合は、企業の社会的責任を果たしていても

「ソ-シャル・ビジネス」とは言えない。) Iコ

ミュ二ティ・ビジネス」もまた¥企業の目的

によって¥「ソ-シヤjレ・ビジネス」と言え

るかどうかが決まる。「ソーシャル・エンター

プライズ」は¥社会面、環境面及び商業面の

目的を併せ持つが¥社会面と環境面の目的達

成の方が、利益よりも重視される。(ただし

当然のことながら¥持続可能な企業になるた

めには利益を上げなければならない。)慈善

団体の商業子会社は、完全に商業的な目的を

掲げているが、その収益をすべて慈善団体/

NPOに寄付し、慈善/公共の利益という目

的を追求する。英国のソ-シヤjレ・エンター

プライズには¥一般株式会社やコミュ二ティ・

インタレス卜・カンパ二一、協同組合及び産

業共済組合など¥さまざまな法的形態がある。

「ソ-シャル・フアーム」はソ-シャル・エ

ンタ-プライズの一種で¥障害のある人々と¥

労働人口の中で不利な立場にある人々に雇用

を提供するため¥市場で商品やサービスを販

売している。

ソーシャル・エンタ-プライズは、英国首

ソーシヤjレ・エンタ-プライズの全般的な 相の「ビッグ・ソサエティ・アジ、工ンダ」の

目的については¥一般に共感を持って受け入 一部として¥特に公共サービス改革における

れられているにもかかわらず¥その正確な意 ソ-シヤjレ・工ンタ-プライズの立場につい
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て、 英国の政策課題に載せられる乙とが増え

ている。予算の「個別化」を新たな焦点、とし

つつ、社会的価値法 (50仁ialValue Law) は、

公共機関に対し、 購入による経済面、 社会面

及び環境面への影響を考慮することを義務付

け、 公共調達には社会的インパク卜が不可欠

であると確認させることを目的としている。

財源へのアクセスが引き続き障壁となるが¥

世界初の社会投資銀行で、 慈善団体やソー

シヤjレ・エンタープライズに融資を行う機関

に銀行の休眠資産を投資するビ、ツグ・ソサエ

ティ・キャピタ jレ(Big50ciety Capital) の

立ち上げや¥英国を拠点とした社会株式市場、

フランチャイジング・ワークス (Franchising

Works)やコミュニティ・ジ、工ネレーション・

ファンド (CommunityGeneration Fund)な

どのイ二シアティブは有用である。しかし政

府によるその他の支出削減は¥ソーシヤjレ・

エンタ-プライズ及び慈善部門の弱体化とい

う深刻な危機をもたらしている。

要約すれば、ソーシヤjレ・エンタープライ

ズは¥英国の最も貧しい地域で設立され¥活

動する可能性が最も高く¥ロンドンに最も集

中しており¥従来の中小企業よりも若い人々

によって経営され、黒人や少数民族出身の重

役及び女性重役の割合が高い。また、 顧客と

地域社会Jこ対して説明責任を負い¥事業に関

する決定にその参加を得、拠点としている地

域社会に再投資し、消費者や民間企業との取

引を増やし、公共セクタ-市場には背を向け

つつある。お金を稼ぎながら良いととをする

という考え方や¥ビジネスモデルで得られた

利益を社会問題の解決に引用するという考え

方は¥強く支持ぎれている。誰もがとれらを

実行している有名な人々や組織を知っている

であろう O とはいえ、ソーシヤjレ・工ンター

プライズという用語が広く知られているわけ

ではなく、そのように呼ばれてもよい組織に

も、乙の言葉は使われていなし¥。
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ソーシャjレ・フアームはソ-シヤjレ・工ン

タープライズ活動にかかわる組織の一つであ

るが、就労がよ り困難な人々のための雇用

劃出に焦点を絞っている点で際立っている。

ソ-シヤjレ・ファームのネットワーク組織で

あるソーシヤjレ・フアーム Ufくによれば¥乙

のセクターは 2006年以降 32%成長し¥現

在では 99のソーシヤ jレ・フアームと 82の

新興ソ-シヤ jレ・フアームがあり¥2000件

を超える雇用を創出し¥その 50%以上は、

労働市場における重大な不利に直面している

人々によって占められている。最大のター

ゲットグループはメンタjレヘルスのニーズを

抱えている人々だが¥現在では前科のある者、

ボームレス及び元薬物乱用者もとのセクター

に含まれており、ソーシヤjレ・フアームが再

犯の削減に果たせる役割に¥中央政府が特に

関心を示している(英直では¥刑務所出所者

が就職先を見つけるのは難しいため、再犯率

が特↓ζ高い)。事業部門の上位 3位は、ケー

タリ ング、リサイクjレ及び置芸で¥ソ-シヤ

jレ・ ファームの全取引活動の 83%が¥わず

か7種類の事業部門に集中している。 74%

のソ-シヤ jレ・フアームが¥収入の 750/0以

上を商取引から得ており¥87%が最高 50万

ポンドの収入を得ている。収入額が上位4

位までのソ-シャル・フアームはすべて、福

祉工場として設立されたものである。また、

圏内取引はソーシャル・エンタープライズ

の2倍となっており¥地域を中心に活動し

ていると言える。ソーシャル・フアームの立

ち上げには¥福祉制度につきものの報奨金が

なかったため時聞がかかった。しかし、政府

による資金供給の削減が変革を強いることに

なった。~章害のある人々を対象とした保護雇

用に対する政府の資金援助は、事実上ほぼす

べて終了し、その代わりに、 F章害のある人一

人一人の一般就労を、研修への投資や、雇

用主による障害のある人々のための雇用や

職場の改善を支援する「仕事へのアクセス



(Access to Work) Jプログラムへの資金援助

噂額を通じて支援するコミットメン卜が出さ

れた。さらに¥給付金も見直され、 F章害生

活手当 (DisabilityLiving Allowance) に代わ

り¥個人自立手当 (PersonalIndependence 

Payments)が導入され¥以前のように病気

という焔印が押されるのではなく¥労働能力

の評価とともに¥多くの場合¥生活能力の評

価も行われる。同時に¥新たな支援組織も設

けられるが¥そのほとんどは地域に根差した

もので¥時間をかけながら¥自己雇用による

雇用への移行を柔軟に進めていく O 事務処理

や経理¥販売などの襲方の仕事を支援すると

とで、個々の能力に応じて週4時聞から 40

時間の就労を可能lこする。これにより、幅広

い起業スキルと¥多くの場合¥個人が所属す

る地域社会での、実際の職場環境における能

力の開発に向けた個別支援が提供できる。お

そらし今後英国と日本の両方で¥世界的な

ネットワークで結ばれた知識ベースの経済活

動の一環として¥このような支援付自己雇用

による解決策を目Jこする乙とが増えていくで

あろう O

講演

ご紹介ありがとうございます。今回お招き

をいただきましたととを改めて感謝申し上げ

ます。ビ、ツグ・アイの方々¥関係者の皆ざま、

すばらしいアレンジをしてくださいまして厚

くお礼申し上げます。

スライド 1

英国における
ソーシャル・エンタープライズと
ソーシャル・ファームの発展

講演3卜 「英国のソーシャル・ファームの動向」

なぜ皆さまがこのテーマについて閣心を持

たれてととに来られたのか¥ビジネスの関連

の方々で¥ソーシャル・セクターを始めると

とに関j心を持っていらっしゃるのか、あるい

は社会福祉の関連の方がいらして会社を立ち

上げて雇用機会を作りたいと考えていらっ

しゃるのか¥皆さんの背景、いらした目的は

いろいろだと思いますが¥恐らくさまざまな

関心を持った方々がテーマであるソ-シャ

jレ・フアームについての話を聞きたいとい

らっしゃったのだと思います。

ゲ一口ルドさんはヨーロッパのソ-シヤjレ・

ファームの発展の歴史についてお話しされま

した。ヨ一口ッパは今、経済危機にあります。

また炭谷さんが日本におけるさまざまな社会

的な問題についてお話しになりました。その

中で雇用の機会を得るのが難しい方々に雇用

の機会を提供し¥ネットワークを作るととが

なぜ重要かお話ししてくださいました。

私の話は少し違った方向からお話をしたい

と思っています。つまり多くの欧州|諸国¥特

に英国についてビジネスセクターでの失望感

について触れてみたいと思います。現在の傾

向としては¥企業がもっと社会を考えるべき

だ¥利益追求だけではなく社会的目的を意識

した事業が必要だと考え¥一方¥社会組織は

よりビジネスライクなものにしていくべきだ

と人々は考えるようになリました。だからこ

そ現在¥ソーシヤjレ・エンタ-プライズの発

展に大きな関心があると思います。今日はそ

うしたお話をしたいとノ思っています。

また¥本日ソーシャル・ブアームの実際の

事業に関わっている方のお話を聞くことがで

きとてもラッキーでした。私はソーシヤ jレ・

エンタープライズに関わっておりますので¥

まずソ-シヤ jレ・エンタ-プライズについて

お話をしたいと思います。ソーシヤjレ・フアー

ムというのはソ-シヤjレ・エンタープライズ

の一つの形態だというととを念頭に置いてい



ただければと思います。

従来の手法では解決しない、国鍛な社会問
、社会の不平等と環境へのダメージ

企業をより社会的なものにし、社会組織をよ
りビジネスライクなものにしたいという要望 ト
公共負債を原因とする政府の支援金の削戸 i

ソーシヤル噌エンタープライス
の

スライド 2

イギリスは日本と同じように非常にたくさ

んの社会問題があり、そしてその社会問題の

数はより増え¥より複雑になり、よリ解決が

難 しい問題となってきています。私たちの

国々は社会的な問題の解決Jこ当たって国が主

導するトップダウン式の富の再配分を税を介

してやろうと考えました。しかしそうなると

人々は依存型になってしまう O そしてリスク

をとるごとを回避したりイノベーションが

抑え込まれてしまって、人々の工ンパワーメ

ン卜とは別の方向にいってしまいます。ソー

シャル・エンタープライズというのはリスク

を恐れず¥社会的なイノベーションや新しい

アイデアイ乍るのです。

さまざまなコミュニティ活動、あるいはボ

ランティア活動というのはイギリスでは 400

年前にさかのぼる長い歴史を持っています。

したがってボランティアの人々というのはコ

ミュ二ティのことを十分によく理解できてい

ると私たちは考えます。そして地域の人々が

何を必要としているか¥どういう動機づけが

必要かというのは草の根の地域の人たちが政

府よりもよく 理解できていると考えます。し

かし¥ボランティアというのは寄付に依存し

ていて¥なかなか持続性がなかったわけで

す。したがってとうしたボランティア組織を

持続可能なものにしたいと考えました。それ

はその組織をよりビジネスライクなものにし

て¥自ら収入を得る乙とに寄って外部からの

寄付、あるいは政府のお金に依存せずに独立

できるように¥自立できるようにしたいと考

えたわけです。

しかしそれと同時に資本主義の危機が生ま

れてきました。日本で言うリーマンショック

もあリましたし¥世界中で銀行が非常に危う

い状態になりました。そして不況が世界中に

広がりました。特にイギリスにおきましては

景気に大きく打撃を受けました。結果として

多くの会社が倒産しそして大規模な人員削

減が行われました。企業は事業を継続でき

なくなっていったという問題があったわけ

です。そのために私たちに起こった問題とい

うのは、下請けに価格の圧力が高まり¥その

結果どうなったかというと製品やサービスの

質が低下するということになってしまいまし

た。つまりそのような問題を克服するために

は今度はイノベーションが必要だという乙と

を¥やっと人々は認識しました。

多くの企業はそのコミュ二ティとのつなが

りを失ってしまいました。競争優位を確保し

ようとするがあまり、コミュニティのことを

理解できなくなった。社会の問題が自分たち

の低値にどう影響を及ぼすかというととが認

識できなくなりました。社会はヘルスケアや

よリ よい住宅、栄養状態の改善とか¥財政的

な安全保障のために雇用が必要です。また環

境への影響も最/J¥イヒしなければならない。こ

うした問題がより喫緊のものとなってしまっ

たわけですが、企業は顧客にとって何が一番

いいのかを自問するととを忘れてしまってい

ます。そして企業が果たす責任というものに

ついてより厳しく突き詰められるようになり

ました。

その結果としてさまざまなイノベ-ション

も生まれました。特にビジネススタイjレへの

イノベ-ションが増えてきました。米国にお

きましては新しいタイプの企業の法体系が生

畳 一 一一 -I
ト



まれ¥興味深く見ています。ベネフィットコー

ポレ-ションと呼ばれる形態です。多くの企

業の株主は経営陣に利益を生み出す乙 とを要

求し、利益を生み出さねば経営嘩は置き換え

られます。しかし、米国の 4つの少卜|で導入さ

れた新しいベネフィットコーポレ-ションと

いう形態においては¥商業利益と社会的環境

に対する利益が求められます。乙のような法

的形態が¥UIくや日本にも事入されるととを

願っています。

大企業は事業を展開し、人を雇い税金を払

えば十分だという考え方であると私たちは理

解していました。しかしながらマイナスの影

がネ士会や環境に対しても生み出された乙と

もわかりました。それに対する十分な代償が

払われていなし¥。規制であるとか税金である

とかペナルティが十分でないと人々は考え

るようになりました。今まで私たちは政府

や市民社会に委ねて¥問題解決をしてもら

うようにしました。そして CorporateSocial 

Responsibility¥CSR =企業の社会的責任とい

う言葉が使われるようになりました。現実的

には魅力的な事例が ζSRの結果生まれては

きています。しかし企業にとって乙れは自分

たちのイメージをよ くするための経員としか

とらえていなし¥。評判を良くするためにやっ

ているというのが多くの場合です。そ乙で社

会の問題はごくごく自分たちの企業活動の辺

縁に追いやってしまったわけで¥企業は顧客

のために一生懸命やるというととがなくなっ

てしまった。そして社会的なイノベーション

というのが会社の核心に置かれる乙とによっ

てよりよい事業活動ができるということを理

解で、きていなかったというのがかつての状況

でした。

東京電力の方は恐らくとの中にいらっしゃ

らないと思いますが¥日本では情報が十分に

社会↓こ提供されなかったこと、それが大きな

懸念になっていると思います。イギリスにお

;調 3L r義国のソーシャル・ファームの助向」

きましても¥銀行員のボーナスが多すぎると

さまざまなデモがあリました。たくさんの

人々が失業中なのに、どうしてあんなにたく

さんの賞与が与えられるのかと。 例えばイギ

リスにおける金融の中心であるロンドンのな

どにおきましても多くの人々のデモが今¥起

乙っています。金融機関があまリにも富を集

約しすぎるという乙とに対するデモです。

アメリカ合衆国社会革新局

EU社会革新戦略

スライド 3

乙のようにいろいろなところでソ-シャ

ル・イノベ-ション (社会改革)にたくさ

んの人が関心を持つようになりました。ア

メリ力のホワイトハウスでも、ソーシャル・

イノベ-ション ・オフィス (0而αofSocial 

Innovation and Civic Participation : SICP)と

いうのを設置しました。EUにおきましても

新し くソ-シヤjレ・イノベ-ショ ン戦略を立

てました。つまリ世界の各国政府も社会的な

問題の克服においてソーシャル・イノベー

ションを展開するととがお互いにプラスにな

ることを認識しています。市場経済にとって

新しい価値観が生まれてきました。

そして非常に革新的で、想像力を持ってリ ス

クを担いながらやっていこうとする社会起業

家たちはソーシャル・イノベ-ショ ンの中心

勢力になりました。というのも¥こうした起

業家たちは大企業よりも先んじた形でいろい

ろなチャンスをとらえるととができます。良

い例としては¥マイクロファイナンスです。

乙れは社会起業家が始めました。現在、世界

59 



中にマイクロファイナンスの組織があって¥

小規模事業体であるとか通常の銀行からの借

り入れができない人たちに対しての資金を提

供しています。

ソーシヤjレ・エンタープライズはコミュ二

ティの様々な人々の知識や才能をうまく使お

うと工夫しています。才能があっても大企業

や政府に入っていけない方々がいます。

特に若い人たちは¥日本もイギリスもそうだ

と思いますが、なかなか仕事が見つからない。

自らの居場所を探そうとするわけです。そし

て社会的な関心も持っている。しかしながら

利益を上げることだけを動機づけとしている

会社、そしてその結果を株主だけに返すよう

な会社では働きたくないと考えます。

最近のイギリスの調査によりますと、調査

対象の 520
/0の人たちが社会に何か有益な影

響を及ぼしたいと言っています。そのうちの

650/0の人たちは 18~ 25歳といった若い人

たちです。そしてこのうちの 3分の 1の人

たちは¥社会的に満足のいく仕事であればお

給料は低くてもいいと言いました。

ソーシャjレ・ファームやソーシャjレ・エン

タープライズの形態は様々なものがありま

す。例えばコミュ二ティ・ビジネスといった

ものもあります。ソーシャル・ビジネスとい

う言葉を日本でも閣かれたかと思います。そ

の定義をイギリスでどう使っているか説明し

たいと思います。

合、両者を同

スライド4

ソーシヤjレ・ビジネスというのは二つの目

的をかなえるものです。一つは商業的な目的

で他の企業と同じようにより利益を上げる乙

とです。それは法人や協同組合など¥いろい

ろな法的な形態をとります。そしてあらゆる

産業部門であり得るわけです。

しかし非倫理的なもの、モラルに反してい

ると考えられているものなどはその中には入

りません。例えば¥軍需産業であるとかタ

/¥コ産業に関わっているようなソーシャル・

セクターはないでしょう O 企業の社会的

任 (ζSR)というのはソ←シャル・ビジネス

ではありません。ときどき社会的に責任のあ

る事業と CSRは同じことだと思われるかも

しれませんが¥そうではありません。企業は

社会的な目的が根幹にあるというわけではな

く¥基本的には利益を上げることが目的だか

らです。

ソーシヤjレ・ビジネスからもたらされる社

会的利益は偶然得られたものではなし 積極

的に商業的な目的と社会的な目的の両方を統

合させるというのがソーシヤjレ・エンタープ

ライズです。もちろん例えば配当であるとか

資本金の増強であるとか¥利益が増えるとい

うことがあります。商業的目的と社会的目的

を統合し¥両者を同等に重視しているのが

ソーシャル・ビジネスです。

一方、社会・倫理・環境的な目的と商業の

目的の両方を持つものはソ-シヤjレ・ビジネ



スではなく¥ソ-シャル・工ンタープライズ

と呼ばれます。

日本の場合には社会部門でやっているもの

はすべてソ-シヤjレ・ビジネスと呼ばれてい

るかと思います。 福祉の部門で、やっていれば

全部ソ-シャル・ビジネスと言われるかもし

れませんけれども¥イギリスの場合は¥社会

的な目的をビジネスの目的の中心にしている

ものをソーシャル・ビジネスと言います。

ソーシヤjレ・工ンタープライズはソ-シャ

jレ・ビジネスと同じように社会的および商業

的な目的の 2つを持ちます。しかしながら優

先順位が¥まず社会的な目的が先にくるとい

う形をとリます。そしてもう一つ大きな遣い

は、ソーシャル・エンタ-プライズからの利

益、これはソーシャル・フアームも含めてで

すけれども¥その利益は再びその事業Jこ再投

資されます。つまり外部の株主に分配される

わけではありません。

「ソーシヤjレ・工ンタープライズ・アクショ

ンプラン」からの引用によりますと¥ソーシヤ

ル・エンタープライズというのは主に社会的

な目的を持つ事業であって¥主にその目的の

ために資金が再投資されます。地域社会また

はその事業に対して再投資されるわけです。

株主のための利益の最大化を目的とするわけ

ではありません。

日本では環境・社会的な目的をかなえるの

が NPOや NGO¥公益法人、あるいは財団法

人という形態をとるのが伝統でした。しかし

最近ではイギリスの慈善団体に相当するよう

な形のものが日本にも増えてきて¥よりビジ

ネスライクに活動するようになってきていま

す。

実はイギリスのすべての慈善団体は物や

サービスを売り¥少なくとも収益の 500
/0は

そうした商業活動から得ています。したがっ

てソーシヤjレ・エンタープライズ活動から生

まれる収入は¥実際は市民社会部門の 4分の

調 3 • r英国のソーシャル・ファームの動向」

3とか 3分の 2ということになります。そう

なりますと非常に大きな金額になるわけで¥

1，570億ポンド相当です。

政府との契約、個人や組織などとの取引に

よる収入があります。ですから慈善団体ある

いは NGOはさまざまな収入源をますます期

待する乙とができます。そのことはイギリス

におけるソーシヤjレ・エンタープライス、の起

動力にもなっています。

ソーシヤjレ・エンタープライズの法的枠組

みの中で¥7年前にできたものですけれども、

コミュニティ・インタレス卜・カンパニー

というものがあります。私たちは CIC(キッ

ク)と呼んでいます。社会的使命を持ったビ

ジネスです。コミュニティの目的のために存

在しています。コミュ二ティ・インタレス卜・

テス卜を通過する必要があります。利益のた

めだけではなく¥コミュ二ティの利益のため

にやるということを政府に示さなければなら

ないからです。また資産についてもきちんと

登録されています。社会資本を取リ上げる乙

とがなく¥それを枯渇させない形で活動する

ということが必要で、すO 税制面での優遇は乙

うした組織は受けませんけれども¥通常の企

業よりも規制上の負担は緩和されています。

もう一つ¥CI仁の特徴としましては¥投資家

への配当金というのが留保されます。CICに

投資する乙とはできますけれども¥その配当

というのは限定されるごとになります。ほと

んどの収益というのは再投資されるからで

す。

日本と同じように協同組合というのがあり

ます。乙れは組合員が所有権を持っている。

そして民主的な形で 1人 1票という形で運

営をされます。中には産業共済組合という形

態もあります。ソーシヤjレ・フアームはソー

シャjレ・エンタ-プライズの一種で¥乙のよ

うな背景を持ち、人々の雇用機会が不利に

なっている人たちを雇用するととを主な目的

としています。

61 



それではイギリスでのソーシャル・エン

タープライズ・セクターの規模について少し

詳しくお話したいと思います。

車新の詞査は昨年行われました。ソーシャ

ル・工ンタ-プライズ ・セクターの規模と

一般の認識について調査しています。「イ

ギリスの国民はソーシャ jレ・エンタープラ

イズを理解 しているのか」¥「ソーシヤ jレ・

フアームとは何なのかを知っているのか」¥

「本当に人々の意識に変革をもたらしてい

るのかどうか」ということです。データを

見てみますと、 6万 8.000件のソ-シヤ jレ・

エンタープライズがイギリスにあるという

乙と¥そして毎年 240億ポンドの経済への

貢献があり¥大体 80万人が雇用されてい

るということです。これは控えめな数字で

す。主な活動エリアは経済的困窮地域が多

く¥大体はイギリスの都市部で特に貧困層

が多いところで活動 しているというととで

す。さらに社会的な問題に対してそれを是

正し社会資本の構築をやろうとしていると

いう乙とで¥主な目的は特定のコミュ二ティ

の改善、つまり地域社会に根ざした活動を

やっています。大体 4分の 1が雇用を創出

するという活動を しています。ソーシャル・

ファームが特に雇用の対象としているのは、

就労困難な人々です。

ソーシヤjレ・ファームは規模とビジネスの

手法を中小企業とよく比較されます。しかし

雇用数というととで考えますと¥同じような

売リ上げの中小企業よリも多くの人々を雇用

しているという ことであります。 給与が低い

のではなく¥普通の中小企業と同じ給与を支

払っています。

さらに、将来についての人 の々認識は少し

慎重な側面もあります。 経済問題の解決に取

リ組むための政府の予算は削減されておリ、

多くのソ-シャル・エンタ-プライス、は将来

何が持続されるのか慎重になっています。

先ほど言ったように地域社会を重視してい

るということで¥5分の4は地域の人々を雇

用しているというとと¥そしてその地域のた

めに直接活動しているというとと。さらに4

分の 3は被益者が経営や意思決定過程に参加

しているというごと。 270/0の役員は少数民

族出身者です。イギリスは多民族社会であ

り¥口ンドンのような大都市部は特にそうで

す。ソーシャル・エンタープライズの数多く

は特に移民の多い地域で活動しています。さ

らにソーシャjレ・工ンタープライズを経営し

ているのは女性も多いというととです。主流

の企業においては管理職の410/0が男性です

が¥しかしながらソーシャル ・エンタープラ

イズではその割合は 140/0です。これもまた

おもしろい現象です。ソーシヤjレ・エンター

プライズの 860
/0は女性が取締役です。とれ

は通常の企業よりも害IJ合が多いです。さら

に680/0の役員が 25'"'-' 44歳の若い人々です。

そして、そのビジネスは社会や環境に関係し

ている場合が多いです。 880/0のソーシャル・

エンタープライズが環境への影響を最小限に

しよう と努力しています。750
/0は社会的な

影響を定期的に調査しておリ、特に外の投資

家に対して成果を証明するととはとても重要

です。年間売上げも増えているというととで¥

ますます影若手力を示すようになってきていま

す。そしてその収益のすべてを自分たちの企

業に再投資しているところがほとんどだとい

うことです。調査結果では¥ソーシャjレ・エ

ンタープライズは¥かなリ若い、ほとんどが

との数年間の創業年数しかないということで

す。

ソーシヤjレ・エンタープライズは通常の中

小企業よリも多く起業されています。さらに

5分の 1のソーシャル・エンタープライズは

新たに立ち上がった企業です。少しずつ収益

も拡大、増額しています。 500万ポンド以上

の売り上げがあるのは 30/0だけだというごと

です。しかしながら 2009年の調査よリは上



がってきたかもしれません。 200
/0は 10"-' 25 

万ポンドの収益があるというとと。乙れは運

営の強さに関連しています。従業員数は少な

いです。 2"-'4名の従業員というのが 260
/0。

10人以上の従業員はわずか 80
/0です。ソー

シャル・エンタ-プライズの財源は一箇所か

らだけではないのが強みですし¥より柔軟に

活動ができます。また¥ソーシヤjレ・エンタ-

プライズ、の活動範囲は政治的に関心を持たれ

ている乙とが多いので¥一般市民はソーシヤ

ル・エンタープライズの定義はよく知らなく

てもソーシャル・エンタープライズというと

とばは知っています。

より多くの市民の「参加j

予算の個別化

公共翻遠の改革ー 社会的価値法

ビッグ・ソサエティ・キャピタル
社会株式市

フランチャイジングーワークス
コミ斗ニティ・ジェネレーション aファンド

スライド 5

英閣にはビッグ・ソサエティ・アジ工ン夕、

と呼ばれるものがあります。イギリス政府は

公共サービスを縮小しているためにビッグ・

ソサエテイ¥つまり社会の存在が重要だと

言っている¥とソ-シヤjレ・セクターの中に

は乙う考えている人々がいます。つまり政府

は¥「政府にはできないので¥人々がもっと

地域に密着した活動をやってほしい」と言っ

ているのです。ですので¥ビ、ツグ・ソサエテイ@

アジ、工ン夕、に対しては、皮肉を言う人もいま

す。日本でも同じように¥二つ前の政権(鳩

山政権)では¥「新しい公共」ということが

議論きれるようになりました。つまり国民自

らがもっとコミュ二ティに関心を持って立ち

上がってほしいというととでした。

演 3C r翼団のソーシャル・ファームの動向」

しかし現在¥公共の契約のわずか 110/0が

ソ-シャル・エンタープライズと慈善事業に

より行われておリ、政府は公共調達について

は特に医療および社会的ケアセクターへの

ソ-シヤjレ・エンタープライズの参加を望ん

でいます。このことはイギリスにおいて「個

別化」ということに関わっています。政府が

サービス提供に予算を使い¥個々に提供して

いくのではなく¥それぞれの人がお金を政府

から得て、ソーシャル・サービスの中でどの

ように使うのか決められるようにしようとい

う、そういった個別化の方向性に合致してい

ます。

もう一つの興味深し¥政府の開発は¥いわゆ

る新しい社会的価値法というものです。基本

的に乙の法律はすべての公共調達に関連した

法律です。とれまでは公共詞達のコミッショ

ナーが使いたいととにお金を使っており、効

率よくお金を使うために支出を削減しようと

していました。しかしながら¥社会的・経済

的及び環境的な価値を拡大するということが

重要視され¥公共調達ではそのような価値が

高まるというととを示さなくてはならないと

いうととで¥今後の公共調達も変わっていく

でしよう O

ソ-シャル・エンタ-プライズについては

政府の公共調達には少し足踏みしています。

というのも将来どうなるかというのが不透明

な部分が高いからです。よってまださまざま

な作業や課題が残っています。

ソーシャル・セクターの成長や持続可能性

にとって大きな嘩壁のひとつは、資金調達で

す。英国では多くの社会投資団体があります。

例えばソーシャル・エンタープライズやソー

シャル・フアームを立ち上げたい場合、もち

ろん特別な銀行もありますし¥社会的な投資

家もいます。さらにビッグ e ソサエティ・イ

ンベストメン卜・ファンドという特にソー

シャル・エンタープライズの発展を支えるよ

うな投資ファンドもあります。さらにベン



チャ-・フイランソ口フィ-運動というのが

あリまして、今では日本にも広がっていま

す。乙れはアジア・ ベンチヤー・フイランソ

ロフィ-・ネットワークと呼ばれ¥日本で始

まりました。銀行、ヘッジファン久慈善団

体、個人の富裕周に投資してもらい、戦略的

に¥さらにまた自分自身もきちんと関与する

形で自らのビジネススキルを使ってソーシャ

jレ・エンタープライズの活動と実績を改善し

ていとう、そしてそのためにも投資しようと

いうととです。

投資家はもちろん慎重ですし、まずは強力

な事業計画があるかどうかというととを重視

します。きちんとした事業計画を作るという

乙とがソーシャル・エンタープライズの成功

にとっても重要になってきています。

さらにビ、ツグ・ソサエティ・キャピタルと

いうものもあります。皆さんご存じかもしれ

ません。日本においても同じようなファンド

を作るかどうかということが討議されている

と聞いています。これは直接ソ-シャル・エ

ンタープライズに投資するのではないく、社

会的な機関や草の根活動を支えるような中問

機関に投資する組織です。これは、銀行の休

眠資産で数年間誰も引き出そうとしていない

資産を活用します。何年間も眠ったままに

なっていた 4億ポンドの銀行口座を使って

乙のキャピタjレが始まりました。政府が保証

しています。例えば誰かが突然、それは私の

お金だと主張しましたら¥政府は証明されれ

ばその個人にきちんと補償を支払ってくれる

ということで、リスクはないのです。このよ

うな独立した資本を使ってソーシヤjレ・エン

タ-プライズを支援していこうというキャピ

タルです。

さらに、乙の資金を使って他にいくつか試

みがなされました。一つは社会株式市場です。

この株式市場ですが、社会的な機関が資金調

達できる株式市場で、乙れも新たな展開だと

言えます。

さらに、フランチャイジング・ワークスと

いうのがあリます。長期的失業者が自分たち

自身のフランチャイズ・ビジネスが始められ

るようにというごとで¥やはりソーシヤ jレ・

フアームと言えるでしょう O これもまだ新し

い存在ではありますが、今後の発展が望まれ

ます。

それからコミュニディ・ジェネレーション・

ファンドというのも生まれました。これは地

域社会が所有するソーシヤ jレ・エンタープラ

イズを作る取リ組みで、大体は貧困地域での

取リ組みです。地域のグリーンエネルギーな

ど、あるいはグリーンな分野への投資という

ことです。

その他、さまざまな政府の取リ組みがあり

まして、ソーシャル・エンタープライズの魅

力を増し、コミュ二ティ・インベストメン卜・

タックス・リリーフというソーシヤjレ・エン

タープライス、に対しての税制上の優遇措置を

特に貧窮地域に提供し、英国全体のコミュニ

ティに根づいたソ-シャル・エンタ-プライ

ズを支援してい乙うという取リ組みです。

興味深いのは今年の予算の発表です。首相

はとの減免措置に上限を設定すると発表して

います。イギリスではさまざまな寄付金に対

しての税控除を主張できるのです。わずか

10ペンスであったとしても税控除を申し出

ることができます。しかしながら首相はとの

ような税控除について上限を決めるごとにな

りました。すべての慈善団体が抗議しました。

先週ですが、乙のような不満があるというこ

とで、例えば大きな博物館、美術館は寄付が

ないと全くうまくいかなくなってくる。つま

り富裕層からの寄付金が重要なわけで、彼ら

の寄付に対しての税控除がなければ美術館、

博物館でも大きな影響を受けるという抗議活

動が展開されたととろです。



スライド 6

ソーシヤjレ・エンタ-プライズについてま

とめると¥活動の主な地域は¥英国の黄困地

域、特にロンドンに集中しています。先ほど

申し上げたように、中小企業よりも若い人た

ちが経営していて¥黒人や少数民族の重役、

それから女性重役も多いということ。顧客や

地域社会に対して説明責任を明確に負い¥事

業に関する決定に地域の人々も参加するとい

うこと。そしてその地域に再投資をする。さ

らに最近では消費者や民間企業との取引も増

している。一方で公共セクターという市場に

は距離を置きつつあるということです。

こういったことはすべてソーシャjレ・ エン

タ-プライス、↓こ対する一般国民の印象に影響

を与えます。どのようなイメージを持たれて

いるかというのはそれほど厳格には調査され

ていません。

平均的なソーシャル・エンタ-プライズか

らさまざ、まな利益を得ている入、あるいは

ソーシヤjレ・エンタープライズで働いている

入、ソーシヤjレ・エンタ-プライズがある地

域に人々はソーシヤjレ・エンタ-プライズは

イ可かということをよく E里角草しています。 しか

し、 般国民はソーシヤjレ・エンタープライ

ズのことを一般的には知っています。ソー

シヤjレ・エンタープライズと呼ばれているこ

とは知らないにしても¥その存在は知ってい

ます。というのは身近に成功しているソー

調 3 菟国のソーシャJレ・ファームの動向」

シャル・エンタ-プライズが多いからです。

誰もがソーシヤjレ・エンタ-プライズに自分

たちも参加して¥ちょっと儲けたいと思って

いるわけです。

スコットランドのある大手銀行がソ-シャ

ル・エンタ-プライズ・ /"ンキング・チーム

というのを作リ上げました。また¥ある携帯

電話プロバイダーもソーシャル・エンタープ

ライズ向けのパッケージを始めました。

それから 「ガーディアン」という主要な新

聞がありますが、ソーシヤjレ・エンタープラ

イズ・ネットワークというのを始めて¥「ガー

ディアン・ソーシャル・エンタ-プライズ」

という情報発信を始めました。その他、例え

ば有名なフィフティーンというチェーンレス

トランがありまして¥ジ、工ミ-・オリバーと

いうテレビに出てくる有名な料理人がやって

いるチェーンレストランがあリます。また¥

ビ、ツグイシユーもあリます。ヒ、ツグイシユ一

日本は大阪にありますね。ホームレスの人

ヘ仕事を提供し自立を応援する有名なソー

シャル・エンタ-プライズです。さらにまた¥

Divine Chocolateというのがあって、フェア

トレードでチョコレートを作っています。む

しろフェアトレード以上です。ガーナのチョ

コレート製造工場は労働者が所有しています

から。それからロ ンドンの有名なデパ-~， 

ジョン・ jレイスが所有している Cafedirectが

あります。それから一番大きなオーケストラ

のひとつであるロンドン交響楽団も音楽家自

身が所有者です。また¥日本↓こもありますが¥

協同組合もあり¥組合員が出資しています。

それからサウス・イースト・イングランドに

おきましては¥エデン ・プロジ、工ク卜という

環境保護プロジ、工ク卜が有名です。英国では

だれでも閣いた乙とがあります。

イ也にもソーシヤjレ・エンタ-プライズ・デー

というのが毎年ありまして¥ソーシヤjレ・工
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ンタープライズをみんなでお祝いするという

ととで¥とても知名度を高めています。

さらに最近導入されたものに¥ソーシヤjレ・

エンタ-プライズ資格認定というものがあり

ます。これは若い人たちが積極的な社会改革

のために働くことを奨励するものす。若い人

たちが学ぶためのプログラムがあります。乙

れも新たな¥いわば一つの資格認定で多くの

若者が関心を持っています。

ソーシャル・ファーム

スライド 7

では¥英国のソーシヤjレ・ファーム↓ごつい

て特にお話ししたいと思います。ソーシャル・

ファームというのはソーシヤjレ・エンタープ

ライズの一つのタイプです。しかしソーシャ

jレ・ファームというのは就労困難な人々の

雇用創出に特に焦点、を絞っています。ソー

シャル・フアーム Ufくというのはソーシャル・

フアームのネットワーク組織であリまして¥

定期的に英国内でセクターのさまざまな計画

を作成し、評価をやっていますO

ソーシャル・フアームは前回の 2006年の

調査以降 320
/0成長しています。現在 99の

ソ-シヤ jレ・ファームと 82の新興ソ-シャ

jレ・フアームで¥2000件の雇用を創出して

います。その 50%以上を労働市場において

重大な不利に直面している人々が占めていま

す。

ソーシャル・ファームの一番大きな対象は

精神医療の二一ズを抱えている人々です。そ

れから前科のある人やホームレス¥あるいは

元薬物依存者も入っていますO 政府は再犯の

削減に役立つのではないかというととでソー

シャル・フアームに閣心を持っています。刑

務所の運営は納税者にとってかなりの負担で

す。そして再犯率は若い人の閣ではかなり高

いのです。

ソーシヤjレ・ファームの事業分野の上位 3

位は¥ケータリ ンク¥リサイクリング¥そ

れから園芸プロジェク卜です。さらにソー

シャル ・ファ ムの 830
/0が7種類の事業分

野に集中しています。ソーシャル・フアーム

の740
/0はその収入の 750

/0以上を商取引で得

ており¥ほとんどが商取引の売り上げです0

870
/0が最高50万ポンドの収入を得ています。

上位4位全てはもともと福祉工場から出発

しているということです。多くは国内全般で

取引をやっています。ソーシャル・エンター

プライズはよリ地域社会に中心を置いている

のですが¥ソーシャル ・ファームはさらに全

国的に広がっています。

最近ではソーシャル ・フアームが互いに商

取引をするようにもっていとうという動き

が始まりました。ソーシャル・ファームの

ブラ ン ドや口ゴも生まれまして¥ソーシャ

ル ・ファームが何かというととが消費者にわ

かるようになりました。さらにメディアキャ

ンペ-ンを通して¥ビジネススキルを持った

人たちにコーチングをしてもらう¥あるいは

重役に会ってもらうというようなこともなさ

れています。つまりその他の部門の人たちか

ら知識を得て、あるいはパートナーシップを

もってソ-シヤjレ・フアームを拡大していと

つ¥育てていとうという乙とがなされていま

す。



祉作茶所の閉

「仕事へのアクセス(Accessto WOr'k)J 

プログラムの事入

、回生活手当(DisabilityUvJng A¥lowance) 
に代わる、 個人自立手当(Personal
Independence Payments)の導入

す

スライド 8

イギリスでは、ほとんどすべての福祉工場

が閉鎖されて しまいました。そして政府が現

在豆視しているのは瞳害が何かではなく、就

業能力を持っかという乙とです。かつては¥

「あなたにはこういう障害がある」というこ

とが強調されてきました。そしてその障害に

合う福祉が給付されてきた。しかし今重要な

のは、もっと働けるよう Jこするということで

す。レンプ口イという福祉工場が第二次世界

大戦でた くさんできましたが、今は 18箇所

しか残っておらず、乙れらもどんどん閉鎖さ

れていきます。福祉工場においては2万5，000

ポンドの助成金がこれまで使われていました

が¥今度は乙れをそれぞれの研修に使って、

そして新しい雇用に就いてもらおうという

ことがなされています。「仕事へのアクセス

(Access to Work)J というプログラムが始ま

りました。雇用主がテクノロジーや通訳者を

利用して¥仕事と職場を障害者にとって但し

いものにしていく乙とを支援します。

しかしながら¥英国の社会福祉システムは

複雑で¥英国のソーシャル・フアームはイタ

リアやドイツに比べますと一番発展しておら

ず¥バリアがあります。障害を持った人たち

が雇用へ¥そして完全に福祉的給付金に頼ら

ず生きるというのは簡単で、はないのです。

調 3 r義国のソーシャル・ファームの動向」

個別支慢を伴う自己雇用が実行可能な選択

肢となる可能性om務処理、経理及び販売

の支援により、現在のオール・オア・ナッシン

ゲの融通の利かないシステムとは対照的な、

能力に応じた柔軟な形の就労が可能に。

スライド 9

もうひとつ、興味深い取組みは、個人が

自営業をできるように支援するソーシャル・

フアームであり ます。例えばクリ工イディブ

な人がいたとしても、会計だとか事業計画の

書き方がわからない。どのように最初の資金

を得たらいいかわからないし、また営業の仕

方もわからないという人も多いわけです。新

しいソーシャル ・フアームはとういった支援

的なサービスを個人に提供し¥自分たちの長

所に基づいて何か自営業的なことができるよ

うにしていとうということです。例えば、日

本で何かをしたいという場合など、個々の人

たちが大きな組織を作る必要はありません。

まとめますが、英国ではソーシヤjレ・ファー

ムは政府からは直接的な支援は受けていませ

ん。税制上の優遇だとか、従業員に対しての

賃金保証金というのもありません。直接的に

いわゆる一般の企業と競合しなくてはならな

いのです。しかしながらサポー卜組織である

ソーシヤ jレ・フアーム UIくといったような組

織があり¥さまざまなサポートをソ-シャル・

フアームに提供し、さらに政府に対して法改

正をするよう働きかけ¥イ也の団体とのネット

ワーキングを支援し¥さらにフランチャイズ

もイ乍リ¥コンソーシアムを作り、パートナー

シップを持って協力で、きるようにといったよ

うな支援をしています。このことはソーシャ

jレ・フアームに対しての支援になっています。
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そして政府はこのようなネットワークに対し

て支援のための資金を提供しています。それ

は大きなサポートになっています。

ゲー口ルドさんもおっしゃったように

ヨーロッパと日本の聞には具体的にいろいろ

協力できると乙ろがたくさんあると思いま

す。今回乙のようなすばらしい機会をいただ

きましたので¥例えばベルギーのビールを買

いたいという方もいらっしゃるかもしれませ

ん。それから九州の、これはー般企業かもし

れませんが¥焼酎を作ってらっしゃると。そ

してその利益の 200
/0は¥社会的な組織に寄

付をしているという乙とを聞きました。との

ような焼酎を私たちが輸入し そして皆さん

がベルギーのビールを輸入するということも

可能かもしれません。乙のような実際的なプ

口ジ、工ク卜も考えられると思いますし¥さら

にアイデアの交流という ことももちろん当

然、お互いの利益になるのではないかと思い

ます。後ほどの意見交換を楽しみにしており

ます。ありがとうございました。

ありがとうございました

スライド 10
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報告 1

【報告1】

伊藤 静美

社会福祉法人一麦会 麦の郷理事

障害者地域リハビリテーション研究所所長

皆さん、とんにちは。紀州和歌山から来ま

した。伊藤静美と言います。一麦会というの

は法人の名前でして、「一」と「麦」と「会」

という字を書きます。総称して「麦の郷」と

呼んでおります。名前の由来ですが「麦は¥

踏まれでも、踏まれてもたくましく起き上

がってくる」という言葉をマスコミの人に教

えてもらいました。本当はクリスチャンの精

神科医がいらっしゃいまして「一粒の麦」と

先生がつけてくれました。後にど、っちがいい

かなと思い、踏まれても踏まれてもの方が麦

の郷らしく、かっといいなと患い¥皆さんに

披露するときはいつも¥一粒の麦というとと

ろを麦の郷というのは踏まれても、踏まれて

も立ち上がっていくと紹介しております。

私はどとの切り口から話せばいいのかなと

思います。1977年からとんなところに噛み

込んでしまってお年になります。私は¥福

祉のことを何も知らない本当の普通のおば

ちゃんです。本当に何も知らない普通のおば

ちゃんとして共同作業所に出会いました。そ

の共同作業所は「たつのと共同作業所」とい

う名前でした。

そのたつのと共同作業所で手話ができる看

護婦だった私は¥今風にいうとボランティア

をおとなっていました。その中で耳が聞とえ

なくて目が見えない、さらに知的障害をあわ

せもつある青年の「僕も働きたいんやJ1"僕

も友達が欲しいんやJ1"僕はひとりぼっちゃ

から寂しいんだ」という言葉を私は読み取る

ととができました。

私は¥何も社会のととはわからなかったの

ですが¥彼の乙の言葉に「乙れは、ほっとけ

ゃん」と思いました。「ほっとけゃん」とい

う言葉は和歌山弁で、放っておくととはできな

い¥知らん振りはできないという言葉です。

「ほっとけやん」という言葉は、自分がきっ

ちり意思を持って関わろうと¥そういう言葉

から生み出された「ほっとけゃん」です。た

だお節介のおばちゃんをやってやろうとか¥

喜んでもらうために少しボランティアで助け

てあげようとか、そういうことではないので

す。繰り返しになりますが¥「ほっとけゃん」

この言葉は、「自分が意思を持って関わって

いとう」そういう意味です。との青年と触れ

合ったととが¥私を今日までヲ|つ張ってきた

原動力であったと思います。

その後、働く場を倉リるというとと、一般企

業の隅っとで働くのではなく友達のあるとと

ろで一緒に働いていく乙と¥生活をするため

に住まいを倉iJるということ、まちを倉iJってい

くということ。そのような取り組みを次から

次へと倉iJり出しました。それは私が考えたの

ではありません。すべてニーズのままに行い

ました。障害がある人のニーズ。刑余者の人

の二一ズ。不登校・ひきともりの若者のニー

ズ。高齢者のニーズ、年金が乏しく趣味の魚

釣りに行きたいがエサ代が高くつく年金が乏

しいので食うのが精いっぱい、せめてエサ代

だけでも儲けたいんやという気持ち。それな

らば 緒に働乙うと色々な人の二一ズを基に

作り上げてきた姿が麦の郷です。

当時の和歌山県を少し調べてみると精神科
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病院への措置率が非常に高く¥精神科への措

置率、平均在院日数の長さがともにワース卜

ワンで和歌山県が日本で一番遅れた地域で

す。それは¥和歌山でひとたひ、精神科病院に

入院すると地域に社会資源がないために退院

できないというととを意味します。

その中でまた 2人の子どもに出会いまし

た。それは 16歳、 17織の姉弟でした。祖父

母が亡くなると家庭は瞬く聞に崩壊し¥たっ

た二人残った姉弟は統合失調症という病名を

つけられたまま地域から追われました。そし

てたどリ着いたのが¥たつのと共同作業所で

す。

障害種別を越え、程度を越え¥どの人でも

集まってきたら何とか工夫しようo 35年前

の和歌山は、 精神保健福祉や精神医療は本当

に遅れておリました。保健所は何もしておリ

ません。そんな中で住民が力を合わせました。

今でもそうです。住民の力の見せど乙ろだと

私はノ思っています。

2人の姉弟を支えようと住民が力を合わ

せ¥教員や支援学校の先生方も何とかしよう

と一緒に集まりました。私たちが加盟してお

りました手話サークjレのメンバーも¥そして

普通のおばちゃんも¥民生委員さんも、親も¥

みんな入って、との兄弟、何とかしていとう

と考えました。そして¥保健所が精神保健の

第一線機関だというととを知リました。 2人

の子どもを連れて保健所に行きますと¥精神

科医さんが¥顔も見ないで 「あ¥入院させま

しょう」。私は 「え、入院ですか?J I退院は

いつですか ?J。精神科医「退院はあリませ

んよ」。エッと私は思いました。そして¥そ

の精神科医は 「和敬山は一番遅れているので

す。日本で一番遅れてるということは¥世界

で一番遅れているというととだ」。私は¥何

をこの人威張っているのだろうと思いまし

た。ことに医者がおりましたら許してほしい

のですけど¥不信になりました。行政も一緒

になって入院させようと。入院か老いた親が

70 

乙の 2人を持っかしかなかったんです。私は

その 2人を連れ¥そして目の見えない¥耳

の閣こえない人を連れ、どこからも補助金の

ない中で共同作業所を市民の力により 8年

間無認可で運営をおとないました。 運営資金

は¥古紙回収などの廃品回収によって得たお

金で運営していたわけです。職員が必要です

が、当然、職員というような名前はおとがま

しいです。給料も何もあリ ません。交通費も

ありません。そういう市民が集まりまして築

き上げてきたのが麦の郷の原点です。今でも

多くの市民が閣わってくださっておリます。

ごとに資料を出してきましたが¥どとを切

り口にして聞いていただとうかと思うので¥

あまりまとまったことは吾いてはいないので

すが¥私はやはり働くというととろをお話し

しようと思います。働く場というと乙ろは¥

社会に認めてもらえるところだし¥社会ヘ入

る入リ口だと思います。お金儲けだけのと乙

ろではないのです。働くととで給料を稼ぐと

とで¥いっぺんに変わってくるととは精神障

害者を見ているとわかリます。本当に生き生

きしてきます。顔つきも¥話し方も¥表情も¥

本当に生き生きしてきます。やはり居場所(働

く場)と出番、とれは人間誰しも欲しいもの

です。私も今日は出番老いただいて生き生き

としゃべっておリます。朝起きたら行く場所

がある。働きに行けば仲間がいる。一緒にご

飯を食べられる。そして一緒に帰ってきてグ

ループホームで過ごす。一人暮らしを誼歌す

る。家族と過ごす。

精神障害の場合は非常に厳しいです。世間

の偏見と差別そして排除ですね。何年たって

も乙れはなくなりません。啓発ができていな

いし¥隣の家に精神障害の人が来るという乙

とを快く引き受けてもらえるような日本の状

況ではありません。ついとの聞も 1年聞か

かつてやっと了解を得て¥ グループホームを

立ち上げる乙とに成功しました。ちょうど9



つ自のグループホームです。50人の人たち

を地域で見ております。この人たちには住む

家がありません。 退院させようとしたって、

引き取ってくださる家族はもうありません。

年老いた家族があっても家族共倒れになりま

す。退院して無理やりに保護者に持っても

らっても¥70過ぎの親が 50いくつになった

精神嘩害の人を引き受ける状況です。今日本

は財政危機ということもありまして生活保護

を何とかしようというのはわかるんです。で

も¥私たちは、親に持たせてしまい共倒れし

てきた親たちをたくさん見てきました。との

辺も考えるべきです。何とかいい制度を作っ

てくれるのに考えてもらわなければと¥和歌

山出身の¥ある圃会議員さんにもお話をして

おります。

麦の郷は¥1歳半の嘩害児と認定されたら

ず、っと高齢者までケアするところを作りまし

た。作るというよりも、一緒に作り上げてき

た。国や県の制度があろうとなかろうと作っ

てきました。そとに支援を必要とする人聞が

あるのですからほっとけません。告Ij度は後か

らでもいいんです。しかし¥制度はなかなか

後からはついてきませんが、もうそれはいい

んです。まず人間として何とか生きていける

ようにしたいと思います。

和歌山みたいな田舎では大体 11万円くら

い収入があったら 1人で暮らすことができ

るんです。現実、それで生活をやってるんで

す。11万というととは 5万稼いだらいいん

です。 2級年金 6万6，000円。これで親の代

わり¥肉親の代わりを福祉法人なり生活支援

者がやったらいいんです。そういう仕組みで

たくさんグループホームから出て単身の生活

をしている人がいます。また、お金を稼ぐ乙

とができるようになれば¥愛する人ができま

す。そして正式な結婚に至らなくてもいいと

思います。家族や親類は正式な結婚と言いま

すとすぐに財産うんぬんというこ とで嫌な顔

報告 1

をします。私は、事実婚をもって 2人で生き

ていける道を探っております。そして 11組

の結婚が生まれております。厚生労働省の方

に私は、これでどうでしょうかと差し出した

いと思いました。

そして、カリスマみたいに私一人がこんな

ことをやったのではありません。ソーシャル・

フアーム(社会的企業)を作るときにはカリ

スマみたいな人が一人で騒いでというのはよ

くあリません。せめて 10人、いろいろな分

野から多職種の人が集まって¥そしてまた次

の 10人を連れて引っ張ってくる。 尊門家Jこ

も入ってもらう。お金持ちも¥もちろんよろ

しいです。お金を出してあげましようと言う

人もいます。そういう形でソーシャル・フアー

ムを作ってきました。

日本で一番遅れている和歌山県から、日本

で初めてのソ-シャル・フアーム。 精神障害

者福祉工場という正式な制度にのっとって

作ってきたわけです。私はそのとき¥どとま

で精神障害者と言うのか¥工場と名前がつい

ているのに¥まだ圃は精神嘩害者福祉工場と

名付けています。知的もありますけれども。

レッテルを貼った医者は、いっとってあげ

てくれるの?ずっと死ぬまで精神障害者なん

ですか 7工場で働くようになっても精神障害

者でしょうか 7そのときに私たちはソ-シヤ

ル・フアームというこんな酒落た名前も知り

ませんし、何のことやらわかりませんでした。

今は亡くなってしまったのですが和歌山県立

医科大学のある教授が教えてくれました。と

の先生は「君らがしようとしている乙とは

ソ-シャル・ファーム」だと教えてくれたの

です。かっこいいなと思い¥そして精神障害

者福祉工場の 「精神障害者」という言葉を取

りたかったのです。そのときにソ-シャル・

フアームだよと教えてもらったのです。それ

は95年の話です。私たちは何も知りません

から¥名前がかっこいいなと。そしてイタリ

アの精神科医のフィリップ・ピネjレ¥世界で
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初めて精神病者の鎖を切った人ですね。 精神

病者の鎖を切った精神科医の名前を勝手にい

ただいて、和歌山の地で日本で初めて生まれ

た精神障害者福祉工場の名称は¥精神障害者

福祉工場0000ではなく精神障害者をとり

ソ-シャル・ファーム・ピネルという名前を

つけマスコミも大騒ぎして くれました。「市

民がやったんやて」と行政の人は、「余計な

ととする人らゃな」 くらいにしか思って くれ

てなかったみたいに思います。なぜかちっと

もこっちを向いてくれませんでした。

そういう中でやっておりましたので今のと

とろ順調にやっております。今、時間の終了

が来ましたのでとの辺で終わらせていただき

ます。あとまた質問がありましたらどうぞ。

ありがとうございました。
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がんiまカンパニーの紹介
社会担祉法人共生シンフォニー

皆さん、乙んにちは。 滋賀県大津市から来

ました中崎と申します。よろしくお願いしま

す。大津市は皆さんご存じのとおり京都の横

にあります。約 33万人の中核になったばか

リの地方都市です。その中で私たち設立から

26年たつんですが、 26年かかってきた活動

の紹介を 15分でやってしまいたいと思いま

す。彼は自ら重度の脳性マヒの障害がありま

したが、自分も親から経済的な自立をするん

だと。自立というのは経済的な自立であっ

て¥親に扶養してもらうというととではない

と言って立ち上がった作業所です。そのよう

な理由でしたので、私たちも障害者の経済的

な自立ができる働く場所を作るというのが第

一義の目的でありました。

す。 スライド 2

所J

@ 

スライド 1

これが最初に立ち上げた作業所の様子で

す。左側の丸の中にあリます車いすの男性、

彼が門脇謙治と言います。作業所の設立者で

その当時から販売事業を行っていました

が、事業はそんなにうまいとといきませんで

した。収益が上がらず改革や工夫を重ねて、

やっと 1995年に理念どおりに瞳害者全員と

雇用計画を締結しました。そのときに利用し

ていた福祉制度は障害者の認可作業所の補助

金です。

左側に見えますのが以前の作業所で、乙の

ような 20坪くらいの小さなプレハブで障害

のある人 10人くらいでやっておりました。

調子に乗りまして 1996年に雇用契約を締結

して翌年に新事業としてクッキー工房を作り

ました。クッキ-工房を作って¥今まで販売

事業だけでしたので、販売事業の他の製造と



いう事業を増やしますと、 障害のある人たち

だけでなくいろんなハンディを持った職員の

方々が働きたいとやってきたわけです。そう

いう方々というのは、母子家庭であったリ、

ず、っと引きこもっていた人たちでした。障害

者ではなく 職員としてやってきたわけです。

そのときに私たちは、 嘩害者が働きやすい場

所というのは誰にとっても働きやすい場所で

あるということに気がつきました。これは街

のインフラと同じように、 駅でも障害者がイ吏

いやすいところはみんなが使いやすくなって

いるということだと思います。

りであったが，..

@ 

スライド 3

私たちの目的は障害者の働く場所づくり

だったのですが、他の作業所と同じように低

い生産性と競争の市場の中で非常に資金繰リ

に悩み続ける毎日を送っていました。当たリ

前ですが身体と知的の人の比率が多いため、

障害のある人のできる作業が少ない。数はで

きない。介護に健常者の手がとられる。全く

市場の中で私たちは戦えないというのを再認

識させられる毎日でした。
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スライド 4

そんな中でもう一回、l聾害というのは何だ

ろうということを考え直しました。そしたら

イタリアの社会的協同組合があるよと。イタ

リアでは精神病院もないし、重度の障害者や

伺神障害者が働く 場所があるんだよというの

を聞いて、見学に行ったわけです。左側の写

真、乙れはもう倒産したらしいんですけど、

ソ-シャル・フ アームというのはリスクを負

うので倒産することもあるようです。 電子機

器の会社です。中間支援を 3団体見学いたし

まして、コインとタンデムとレーガ、こちら

に団体のマークが苦いてあるんですが、こち

らの方に見学に行き、現場と支援の仕方を勉

強させていただきました。

余談なんですが、重度障害者というふうに

ヨ一口ッパの方はおっしゃるので、授産施設

にいる私たち障害者福祉に関わる者が思う重

度嘩害者を想像して行きましたら、結構皆さ

ん障害が軽くて。向乙うの方々が言う重度障

害者は、職業的重度障害者を言うのかなと

ちょっとノ思ったリもしています。

その中で、 職業的なハンディというのは機

能的な障害のハンディだけではなく、 環境と

か職業のマッチングによって障害やハンディ

が起きるのではないかと思ったわけです。

私はイタリアの方に影響されておりまして、

イギリスのソーシャル ・ファームの方はあま

リ勉強をしておリませんが、イタリアではA

型と B型というふうに社会的協同組合があリ



ます。 A型というのはサービス提供型と言い

まして、見学に行った尭では¥いつも私たち

が自にする光最の授産施設や¥保育園など福

祉サービスの施設が多かったです。 それとB

型というのは労働統合~でしたので\ 障害を

十寺った人たちゃいろんな環境的なハンディを

持った人たちがイ動いておられました。

そのときはイタリアの社会的協同組合とい

う言葉しか知りませんでしたが、炭谷さんの

講演をお聞きしてヨ一口ッパにもいっぱいそ

ういう三¥うに考えている国はあるということ

で¥ソーシヤjレ・ファームというのと初めて

出会いました。私たちがやろうとノ思っていた

のは、もしかしてソ-シャjレ・フアームじゃ

ないかと。 障害者福祉ではなくソ-シャル ・

ファームというのをやりたかったのではな

いかというふうに思いまして¥ソーシャル ・

フアームの制度を探したんですが¥日本では

そういう制度はもちろんありませんでした。

今ある制度を使ってソ-シャル@フアームを

運営するしかないのではないかということ

で¥そのときに使えるものをいろいろ頑張っ

て探しまして¥今このような形でやっていま

す。

嘩害者自立支援法の給付金制度と高齢 ・嘩

害者の雇用支援機構による補助金をいただい

ています。それと下の方で¥一時的な時限措

置、 6ヶ月から 1年ぐらいであリますが¥こ

ちらでは高齢者と母子家庭と|軍害者が労働助

成として下リてくる。このような助成金を利

用しながらやっています。

報告2
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スライド 5

時間経過とともに全員が働く場↓こするのに

資金的に¥あるいは生産能力的に¥あるいは

嘩害を持った人たちのニーズ的に苦しいこと

となりました。ですので自然発生的に二つの

タイプの施設に分かれてきました。

左の方が「稼得労働ではなくサービス提供

型」と書いてありますが¥障害を持った人た

ちがサービスを受けるところです。こちらの

方の職員の中には¥環境的にハンデ、ィキャッ

プを持った人であるとか、あるいは高齢者の

デイサービスセンターでは知的嘩害の人が職

員として働いています。右側の方はA型です

ので、もちろん嘩害を持った人たちも従業員

として働いておリます。

法人全体の人数は全部で 107人です。そ

のうち障害者雇用はA型としては 54入、そ

の他、他の施設の職員として 1名。母子家庭

と書いてあリますが¥乙れも難しくて母子家

庭だった人まで入れるともうちょっと人数は

増えます。最初は母子家庭なんですけど結婚

したら母子家庭でなくなるし。高齢者も¥一

体何歳から高齢者なのかといつも思うんです

が¥とリあえずの歳以上は 6人です。定年

退職者は(公務員は 60歳までなので)、定

年退職された方を入れるとさらに増えます。

二一ト だった人とか¥ポームレスだった人も

入ります。ポームレスだったのですが、うち

で就職して住宅を斡旋したらホームレスでは

なくなるので¥一体どこまでカウン卜するの
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かなと思います。

月J余者も実は 3人おられまして、 薬物中毒

であった方とか執行猶予がついた方というの

で¥混ぜると 3人ですが、精神障害者の手帳

をもらってもらうと障害者の方にカウン卜さ

れましたので 1人となっていますO

その他、生活保護受給者というのがかつて

何人もいらっしゃいまして¥その方々がうち

で働くことによって賃金を得て生活保護から

の自立、あるいは減額というふうになってお

リます。

これががんI劫シrヒーです

スライド 6

.‘...'・有U体・.ti・tt'llご
aJ入

明や予~tt.\.たり . U喝してい
る人も
if~、人 は;，:，汚Cら， 、

スライド 7

明

@ 

怨

A型としてがんば力ンパ二ーを紹介しろと

言われたので。概要を説明します。平均賃金

9万3，000円。これは1毒害者手帳を持ってい

る瞳害のある人の賃金です。労働時間は一日

4"'-'8時間。これは障害のある人が働きやす

いように徐々に増やしていくようにしていま

す。

うちは製菓の製造販売をしておりますが¥

事業費は2億円の亮リ上げがあります。ちな

みにA型の給付金は年間 4，000万円ぐらいで

す。

近は大企業と競争すると非常に負けるこ

とが多いので、プライベ-卜ブランドの営業

を頑張っておリまして、これも二ツチな事業

の取り組みだとノ患っています。そういう製菓

の隙間部分の事業を一生懸命しているという

ことです。

障害を持ちながらでも親御さんを扶養して

いたり、あるいは障害を持っているシングル

マザーもいらっしゃいますので、社会保険加

入は半分くらいの人が入っています。

G 

iJ) 

スライド 8

私たちは 26年問、障害がある人の働くと

いうことに取リ組んで苦しんできました。わ

かったのは、資本主義の中で競争市場の中で

生産性にハンディがある重度障害者ばかリ集

めても¥やはり賃金は払えない。それならば

どうするのか。能力的なハンディではなく環

境的にハンデ、ィがある、就労困難な、社会的

排除を受ける人たちと一緒に働く乙とによっ

て、それぞれの生産性を補完して協働して働

く、労働に参加できる機会を作ることによっ

て¥それぞれが経済的な自立をできるんじゃ

ないかというミ¥うにノ患っております。

乙れで終わらせていただきます。
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寺島:寺島です。どうぞよろしくお願いしま

す。実は私どもは、乙のソーシヤjレ・フアー

ムのセミナーを 2000年度から実施させてい

ただいています。当初はボランティアセク

ターの役劃ですとかソ-シャル・インクルー

ジョンについて関心を持ってテーマを設定し

ておりましたけれども¥2004年度から継続

してソーシャル・ファームについて学びを深

めております。本日も来ていただいています

/ぐ-ビスさんには最初から講師としてご支援

をいただいております。それからゲ一口ルド

さんには 2005年度から毎年来ていただきま

して¥ヨ一口ツパの状況について最新の情報

をいつも教えていただいています。おかげ

をもちましてわが国においてもソーシャル

フアームジャパンができまして、今後このよ

うな形のシステムが普及していくのではない

かと期待しております。

本日のセミナーの目的を三つ挙げておりま

す。一つは、ソーシャル・フアームはどうい

う評価を受けているのかを知るととです。既

に10年ぐらいやっておりますので、ヨーロツ

パの状況については我々もかなり勉強したの

ですが¥例えばイタリアでは 1970年代から

社会協同組合と呼んでいますが¥ソーシャ

ル・ファームの仲間のようなものができまし

た。 1970年代ぐらいに精神病院が閉鎖され

て¥入院患者さんたちをどのように働く環境

に支援するかというところから始まったとい

うことらしいです。そして¥1980年代には

ドイツでソーシャル・ファームができまし

た。 1990年代にはイギリスでもソーシャル・

ブアームができております。最初から 30年

以上たっているわけで¥どのようにヨーロッ

パで評価されているか、そういうことを知り

たいというのがー番目の目的でした。

二番目の目的は、ベルギー、オランダの福

祉も知りたいという乙とです。これまでイタ

リア¥ ドイツ¥イギリスから各国のソーシャ

ル・フアームについてお話を聞いてきました

し、昨年はスウ工ーデン¥デンマーク¥フィ

ンランドからも来ていただきまして¥北欧に

もソーシャル・フアームがあるというとと

を知りました。私は個人的にはソ-シャル・

ファームを必要としているのは資本主義国家

のみであろうと思っていたのですが¥北欧に

もあるという乙とを聞き、いろんな国で特色

あるソ-シャル・ファームがあるという乙と

がわかりました。乙れまで来ていただいたこ

とのないオランタとベルギーの状況を今年は

ジ、エイコブさんに来ていただけるということ

でお願いした次第です。

目的の三つ目は¥関西地方のソ-シヤjレ・

フアームを取り上げたいということです。わ



が固には既に¥本日のセミナーの中でおわか

リになったと思いますけれども¥ソーシャ

ル ・フアームという法律や制度はあリません

ので¥制度としてソ シャル・フアームとい

うようなことは言えないかもしれませんけれ

ども既に実質的にソ-シャル・フアームとし

て活濯されている組織はたくさんございま

す。せっかくビッグ e アイでセミナーを開催

させていただくことになリまして¥ぜひ閣西

での取リ組みを教えていただきたいと思いま

した。

最初に¥ソーシャル・フアームというのを

初めてお聞きになった方はなかなか理解しづ

らいと思います。私も実はそうでして¥我々

は福祉の従事者でして措置費の時代から働い

ていますので¥公的な支援がなくてどうして

障害がある方がビジネスの世界で、戦っていけ

るのかというのがよくわからないという状況

でした。どうしてもハンディキャップと言い

ますか生産力の問題があって¥一般の市場で

競争をした場合に負けてしまうのではないか

というふうに思っていました。それで、いろい

ろお聞きして¥最初は収益をそのまま株主だ

とか企業主とかに還元するのではなくて、そ

れを企業活動に再投資する¥そういう乙とが

市場の競争力を高めるという話もありました

が、実はそうでもないというととが後でわ

かつてまいりました。

そ乙で¥ソーシャル・フアームについて整

理をさせていただきますと、二つの要素があ

るわけです。一つは社会的企業の一つであり

ますので¥社会貢献を目的とした企業ですか

ら¥一つは社会貢献という要素。もう一つは

企業活動という要素。二つ持っている組識で、

あるというととです。

ソーシャル・フアームは、障害のある人た

ち、あるいは労働市場において不利がある、

こういった人たちを雇用するために作られて

いるという目的を持っています。

具体的には¥従業員の一定割合、例えば

200
/0以上とか、ヨ一口ッパの定義では 300/0

であるとか、先ほどオランダでは 350
/0と言っ

ておられましたけれど¥そういった就労困難

者を 300
/0以上なリ 200

/0以上なリを雇用して

いるというのが一つ。

それからもう一つは企業であリますので、

市場競争のもとで活動しているということ。

それからビジネス手法を用いていること。採

性だとか自立性を重視するということで

す。この中に¥独立採算が必要かということ

があリますが¥とれは固によってかなり違っ

ていて、必ずしも企業収益だけで自立してい

る必要はないというのが大体一般的な考え

で¥とにかく活用できる社会資源、例えば先

ほど発表していただきましたが¥国の補助金

を活用するとか¥そういうことはもちろんあ

リます。ただ基本的には企業でありますので

採算性ヘ自立性が基本になっているという乙

とです。

もう一つ¥ソ-シャル・フアームの設立

のパターンは、いろいろ考えられるわけで

すけれども¥どうもほとんどの場合、社会

福祉的な組織、例えば日本で言えば社会福

祉法人だとか社会福祉の NPO法人だとか¥

一定規模の組織がソ-シヤ jレ・ファームに

移行するということがどうも多く¥財政的

な問題だとか組織的な基盤が弱いというと

ともあって¥いろいろパターンは考えられ

ますが¥多くはそういう形で移行するのが

多いということです。

それから支援のパターンとしましては¥

先ほど申し上げましたけれども基本的に措

山費や自立支援法であるような行政からの

収入が主ではなく¥例えば政府がどういう

形で支援しているかというと、減税あるい

はドイツのように立ち上げから 3年間資金

的に補助をするというように員用を支援す

ることがあります。あるいは英国ではソ-



シャル・フアームには優尭的に融資をする

とか、あるいは政策的に指導する。例えば

社会福祉法人を←定割合ソ-シャjレ・フアー

ムに しなさいというような、 若干強制的な

取り組みをしている政府もあ ります。それ

から特殊な企業の枠組みを作って税金など

を配慮する。それから公共調達の支援であ

りますとか、一部、政府からの補助金もも

ちろんあるわけですけれども、 基本的には

政府の補助金に頼るととなく自立している

というごとが企業としての存在という乙と

です。そんなととろが大体今のととろわかっ

ているところです。

本日たくさんご質問をいただきましてど

うもありがとうございました。 1時間程度

しかありませんので、全部にお答えすると

とはできないかもしれませんが、最初Jこ、

既にはっきりしているところを私から回答

させていただいて¥その後、ソ-シヤ jレ・

ファームに関係の強いものについて講師の

皆さんにお答えいただきたいと思っていま

す。

最初にご質問があった¥最低賃金は保証さ

れているのですかという質問。とれはされて

います。企業ですのでソーシヤjレ・フアーム

の条件として最低賃金法がある国では最低一

金が保証されていないといけないので必ず保

証されております。

次は、炭谷先生への質問です。「日本にお

けるソーシャル@ファームの展開で4つの分

野をお教えいただきましたが、今後大阪のよ

うな都市化した地域での具体的な有望な分野

についてお考えがあればお教えください」と

いととです。

炭谷:ありがとうござ、います。大阪でこれか

らソーシャルフアームを起乙そうという方が

出てきて大変嬉しくノ思っております。大阪と

いうのは大変革新的な、挑戦的な都市だと思

パネルデ、イスカッション

います。ですから既に大阪では各地でソー

シャjレフアーム¥もしくはソ-シャjレフアー

ムと類似する企業が続々と立ち上がっておリ

ます。特例子会社なんですけれども、いわば

私の目から見れば十分ソーシヤjレフアーム的

な運用をされている、例えばコクヨとか大阪

ガスのような特例子会社は、例えば農業の分

野、中古パソコンの修理、これは 3R~こ該当

すると思うんですけれど、そのような事業で

かなりのいい成果を出していらっしゃる。そ

れからとの堺の近くで言えば¥大阪府立大学

の中で、これは私もプ口ジ、工ク卜に関係させ

ていただいていますけれども¥水耕栽培的な

農業工場を作っている。そごに何かF章害者が

働く場として作れないかというのが大阪府立

大学のプ口ジ、工ク卜です。とれがうまくいけ

ば大変すばらしい事業になる。もちろんとれ

は日本でただ-力所、世界でもただ-力所し

かない壮大な農業工場です。その担い手に障

害者の人にも働く場所を提供できるんじゃな

いかなということで今プ口ジ、工ク卜が進んで

います。私もとれに関係させていただきなが

ら、乙れはすごい乙とになるなと思っていま

す。

また一方、大阪の済生会では私ども¥病院

を経営しておりますので¥病院の寝具のク

リー二ング、こういうものも十分にソ-シャ

jレフアームの対象になり得る分野でしょう O

大阪では非常に発展性のあるものがいっぱい

考えられる。とれはむしろあまり品目に限定

しないで考えればできるんじゃないかなと思

います。

寺島:どうもありがとうござ、いました。次↓ζ

多かったのが CEFECの定義です。 CEFECの

定義の中に、生産能力にかかわらず仕事に

相当する市場賃金または給料が支払われる

という給料の支払いのシステムがどうもよ

くわからないというととです。最低賃金は

保証されているにしても、障害者と障害の
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ない人たちの給料の分目の仕方がよくわか

らないということで¥そごを教えていただ

けますでしょうか。ジエイコブさん¥お願

いします。

バーナード・ジ、エイコブ:各国それぞれ通い

ますので単純な比較はできないと思います

が¥我々のソーシャル・フアームにおきまし

ては皆が同じ給与を支払われるごとになって

います。

寺島:同じ仕事をしている人に同じ賃金とい

う考えでしょうか?

問、例えば 1年とか 3年の期間、固から得

た助成金などを全部計算します。そして同じ

期間、すべての企業が固に対して税金等で支

払った金額を計算します。すなわち政府にい

ろんな方法で返済した金額を計算します。通

常はプラスの額が出ますので¥投資家には投

資したよりも多くの金額が分配されることに

なります。また¥嘩害者や雇用に不利な方々

に分配されます。毎年、各従業員につき 946

ユーロの黒字です。

六味深い乙とに、様々な調査がありますが¥

そのひとつに 1994年にソーシャル・ファー

ムに関して連邦労働社会省が行った全国調査

がありますが¥同じような結果でした。いろ

ジ、エイコブ:もちろんそうです。 いろな調査が¥いろいろなタイミングで¥ ド

イツのいろいろなところで行われておりま

寺島:能率というか仕事の成果が遣う場合は すが¥数字はだいたい同じです。パ-セン

賃金の差があるという乙とでいいですか? テージで見るのがよいかもしれません。大体

100/0くらいとお考えください。政府が 1000
/0

ジ、エイコブ:はい。 投資すれば¥1100
/0戻るという計算になりま

寺島:要するに¥同じ仕事をした人には同じ

賃金が支払われるという乙とであって¥全員

が同じ賃金というわけではないということで

よろしいでしょうか。

それからもう つ多かったのが、評価のシ

ステムがよくわからなかったという質問で

す。例えば社会投資収益率の出し方とか、イ

ンパク卜の分析についてもう少し聞きたいと

いうことですが、ゲーロルドさん、すぐ説明

できますでしょうか?

もし難しかったら、ことを参照すればわか

るというのを言っていただけるとありがたい

のですが。

シュワルツ:ちょっと説明を省いたととろが

あります。基本的には単純な原則に従ってい

ます。他の企業と同じように、すべての事業

の収入をまず計算します。さらに、特定の期

す。

I~ービス:英国の例ですけれども、社会

的投 資 収益率 (5ROI: 50白 IReturn on 

I nvestment)で社会的なインパク卜を計りま

す。もちろん、すべてを金額化するととはで

きません。そのような場合にさまざまな形で

社会的なインパク卜を説明しています。役立

つと思われるものを一つご紹介しますと¥例

えば出資者に対して¥あるいは社会に対して

インパク卜を説明しようとするときには¥介

入する前の状況がどうであったかを説明しま

す。ソーシャル・フアームが例えば和歌山で

できたとおっしゃいましたけれども、その前

には福祉的就労しかなかったわけですね。そ

れに対して介入後どうであったかというとと

を比較するととができると思います。社会的

な恩恵がそとで出てくるはずだと思います。

寺島:それからもう一つは¥職員の専門性や



教育について知りたいという乙とです。乙れ

はジ、エイコブさんでいいですか?

ジ、エイコブ:ソ-シャル・ファームを始める

ために¥良いマネージャーになり得るのはど

ういう人かという質問があリました。福祉的

な活動のバックグラウンドを持つ人がいいの

か¥あるいはビジネススクーjレ出身者がいい

のか。冒頭でも説明しましたように、我々は

ソ-シヤjレワー力ーや心理学者などがとても

良い知識を持って困難を抱えている人たちを

サポートし、 トレー二ングできると思って始

めました。しかし 3年たってみると¥ビジネ

スはビジネスだというととがわかりました。

ですから今は徐々に考えを変えておりまし

て、新しいビジネスに挑戦し¥一緒にリスク

をとってくれる人たちが必要なのではないか

と思いました。もちろん社会的に良い考えを

持っている人たちがいいと思いますが¥徐々

にビジネスの分野から乙のマーケットに一緒

に参入してもらって関与してもらいたいと思

うようになりました。市場で、生き残っていく

のはなかなか難しいですから。

寺島:今度は経営する人たち¥それから経営

者に必要な資質でありますとか、それから職

員になるにはどんな訓練あるいは経験を積ん

でいったらいいか¥そういう乙とを聞かれて

おります。乙れはやはりジ、エイコブさんでい

いでしょうか?

ジ、エイコブ:ソ-シャル・ファームの経営に

おいては¥ビ、ジ、ネスの背景を持っている人た

ちと福祉の背景を持っている人たちが必要で

す。一緒に協力しビジネスと社会的、医療的

な問題を救う乙とが必要です。ビジネスと福

祉、二つの役割を分担してソーシヤjレ・フアー

ムを運営しないといけないのではと思いま

す。

パネルディスカッション

シュワルツ:この点についてお話します。ヨー

ロッパでは当初¥社会的協同組合の人たちが

一つのグループとして登場しました。NGO

から精神改革ということを進めていごうとい

うととで¥精神病院でドクターやナ-スから

医療を受けていた元患者さんたちがかかわり

始めました。 ドイツではもともと¥NPOあ

るいは非営利の人たち¥あるいは福祉制度の

中から乙ういったソーシャル・ファームが出

てきたわけですけれども¥しかし乙の十年く

らいの問、ビジネススクール出身者の人たち

も関心を持つようになっています。このよう

な人たちにも関心を持ってもらい¥すばらし

い進歩だと思うわけですが¥そのような人た

ちを積極的に雇用できるような体制ができて

きたと思います。付け加えますと¥適切なマ

ネージャーを求めるというのは継続的な努力

が必要で、あって¥解決のためのモデルがある

わけではありません。支援体制が非常に重要

ですO

我々の場合には早くからソ-シャル・

フアームマネージャーのためのセミナーや

カリキュラムを始めました。ですから今ド

イツではプ口グラムができていまして¥ソー

シャル・フアームの経営の経験を持ってい

る人たちがセミナーやプ口グラムに行き¥

障害について学び¥職場環境について学ぶ

ことができるようになっています。どうす

ればチームとしてより良い仕事ができるよ

うな環境を作り出すことができるのか。ま

た¥経営者としてどう対応することができ

るのかなどを学ぶととができます。そういっ

たセミナーや継続的なトレー二ングの場が

ありまして、常に満員です。その一方でか

なり初期の段階からソーシャル・ファーム

起業セミナーというのもやりました。例え

ば2日くらいの週末のセミナーで¥どのよ

うな団体でも誰でも参加できるわけです。

多少の参加料は必要ですけれども¥2日間

のセミナーを開催し、設立と経営の基礎に
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ついて理解してもらいます。内容は¥法律、

経理、マーケテインクなどです。このような

セミナーは非常に成功していまして¥英国で

もやりましたし¥当初はサマースクールと呼

ばれていました。

ジ工イコブさんのコメン卜についてこの乙

とを付け加えておきたかったのは、もしかす

るとそれをソーシヤjレフアームジャパンと連

携してできないかと思うからです。既にカリ

キュラムはできていますし¥ヨ一口ッパの経

験を共有する乙とができるのではないかと

思っておリます。

ソーシャルファームジャパンがパイロ ッ

ト的にこのようなセミナーをオファーして

みてはどうかとも思います。そしてどういっ

た反応があるのかということを見てみても

いいのではないかと思います。人々がどれ

だけ関心を持ってくれるかを探ることがで

きます。

また¥とのような大きなイベン卜開催 し¥

その次のステップとしては具体的に進めてい

くということだと思っています。

ジ、エイコブ :付け加えますと¥最初はモバイ

ル (移動型)大学というものを作りました。

ゲ一口jレドさん、覚えていますか?専門的な

形でヨーロッパのいろいろなと乙ろでモバイ

ル大学として運営して教えていたわけです。

起業家としてどうあればいいのかとか¥乙う

したモバイル大学の考え方は非常におもしろ

かったわけで¥自分から大学に行くのではな

I~- ビス:恐らく\イギリスの嘩害者組織

がこれについていろいろ意見を求め られ

そして彼らが言うのは、障害者だけを隔離

すべきではないという考え方が強かったの

だと思います。何年も前からの考え方とし

て、こうした三作業所|こ閉じ込めら杓てしまっ

芝ら¥彼らは主流から外れてしまうわけで

す。さらにお金もかかります。例えば一人

2万 5，000ポンドの補助金が出るわけです

から¥年金の賃金を上回る金額です。その

お金を違う形で使うということです。その

お金が別の形で使われて¥主流の仕事↓こ就

けるように支援をしていくという方向に変

わリました。その結果として経済的にも社

会的にもより受け入れられやすいものにな

リました。これが障害者支援組織からの支

持も得ています。

寺島:どうもありがとうございました。ソー

シヤjレファームジャパンについてお聞きした

いというのがいくつか出ています。日本にお

いて何をもってソーシャル・フアームと判

断したらいいのでしょうか? ソ-シヤ jレ

フアームジャパンに加盟する乙とでソ-シャ

ル・フアームと言えるのでしょうか? とい

うものです。ソーシヤjレフアームジャパンで

は具体的に取リ組もうとしたときに資金不足

などについての相談に乗っていただけるで

しょうかというご費聞がありました。その辺、

いかがでしょうか?

く専門家がヨーロ ッパをあちこち点々と移動 炭谷:まずソーシャルフアームの定義です

しながら教えていくという方法もおもしろ けれども、今日のヨーロ ッパの方々のお話

かったと思います。 を聞いてもそれぞれの固によってかなり違

寺島:どうもありがとうございました。次の

質問は¥パービスさんにです。なぜ福祉作業

所がどんどん閉鎖されていっているのです

か?というととです。
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うということがご理解いただけたのではな

いかと思います。ソーシャルファームの概

念なリ定義というのは、固によって、また

時の流れによって動いてくるのではないか

なと思います。私は定義は要らないと思っ

ています。私は別に学問をやるためにソー



シャ jレフアームをやっているわけでもあリ

ませんし、ソーシャルフアームの目的は通

常の労働市場でなかなか自分に合った仕事

に就けない人たち¥そういう人たちのため

に仕事を提供する。その一点、にあるわけで

す。ですから定義はな くてもかまわないと

も思っています。

ただ¥そうは言ってもソーシャルフアー

ムを進めるためには¥これは一つの目的概

念ではないかなと思います。一番重要な目

的概念はこのように障害者をはじめ通常の

労働市場では適切な仕事が得に くい入、得

られない人たちに対して仕事を提供しよう

という社会的な目的を有しているというご

とが第一だろうと。第二には、それを税金

に依存しない¥ビジネス的手法でやってい

くO 税金に依存するのであれば既に現在も

公的な措置があるわけですから¥そちらを

利用すればよいわけです。より新しい分野

の必要性というのは、税金に依存しない¥

ビジネス的な手法でやってい くという乙と

ですO

何で税金に依存しないのか。これは自分

たちの一つの独立した¥また自立した、ま

たそれによって新しい分野が拓けるのでは

ないのかというごとを目的にしているから

です。先ほどパ-ビスさんがおっしゃった

イギリスでは、 福祉作業所が閉鎖になリつ

つあるというのも大きな流れの一つに乗っ

ているのではないかなと思いますけれども¥

私は一つの分野としてそのようなものを作

る必要があるんじゃないかなと思っていま

す。

三番目には¥その仕事がディ一セントワー

ク、 生きがいのある仕事にならなければなら

ない。

そして何よりも重要なのは、四番目に¥住

民が参加している。一般の人が参加をしてい

く。 乙の部分について一般の企業と異なるわ

けです。

パネルディスカッション

このようなことの目的を果たすものがソー

シャルフアームですので¥定義はどうであ

れ¥今の日本の社会の中で欠落している乙と

をやっているわけです。ですから、ソーシャ

ルファームジャパンに入ったからといってそ

れがソ-シャルフアームになるというわけで

も¥もちろんないわけです。

お金の問題、乙れはどなたも悩まれるわけ

です。いかに乙れを護得するか¥用意する

か、それは非常に難しいんですけれども¥日

本の社会というのは非常によいもので¥いろ

いろと工夫をすればどとかで見つかる。自分

たちではお金のない人がほとんどだと思うん

ですね。ソーシヤjレフアームをやる場合にお

いては、物によっては 100万円かかる。今回、

成功事例としてご紹介をしました工コミラ江

東はみんなの寄付で集めたわけです。このよ

うに考えると、お金は必ずかかリますけれど

も¥とれはそれぞれで努力をしていくという

ことです。

ソーシャ jレファームジャパンはお金を

持っているわけではあリませんので¥資金

面での支援はもちろんできませんし、そう

いうととをやるために作っている団体でも

あリません。ただ、それぞれいろんな目的

と志を持っていれば資金は何とか獲得する

ことができるのではないかという乙とで¥

努力をする必要があるのではないかと思っ

ています。一番切実な問題だろうとも思い

ます。

寺島:もう一つあります。ソーシャルフアー

ムジャパンのネットワークの中に入れていた

だくためにはどうしたらよいのですかと。

炭谷:ソーシャルフアームジャパンについ

ては¥ホームページ、を作っておりますので¥

インターネットでアクセスをしていただけ

れば事務局がございますので、そこに申し

込んでもらえればいいわけです。私どもの
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匡イ本は今のところは別に入会金も年会費も

何もありません。単に年に 1国の総会に参

加をしていただく O これは義務ではありま

せん。定期的に何か集まりを持たなくちゃ

いけないなと思っていますけれども¥なか

なかそ乙までできる組織にまでなっており

ません。ただ年に 1回は総会を¥今年も l2

月 l6目、日曜日に東京でやる予定です。も

し関心のある方がいらっしゃれば¥日自西か

らは遠いですけれども¥参加していただけ

ればありがたいと思います。いずれにしろ

ホームページで予定は明らかにしたいと考

えております。

寺島:ありがとうございました。それからも

う一つ複数質問があったんですが¥障害者

アート↓こついてソーシヤjレ・ファームとして

成リ立つのかどうか。事例があったら教えて

ほしいということです。シュワルツさん¥あ

りますでしょうか?

シュワルツ:それほど多くないんですけれど

も¥ワークショ ップ型の活動をやって¥そ

こで例えば陶器であるとか繊維や布などの

ハンドクラフ卜などを作っています。ソー

シャル・フアームの中ではあまり多く見か

けません。乙のような活動からはなかなか

利益を上げにくいということもあると思い

ます。十分なサラリーをそこから払って¥

より大きな事業を展開するのが少し難しい

ということです。ただ一つおもしろい例が

あったのをご紹介しますと¥ハンドクラフ

卜をもう一つ上のレベルに引き上げた例が

ありました。完全戸自の見えないお母さん

して少ないです。もう一つ別の取り組みが

必要だということで¥このような作業所は

運営が可能ではなく閉じられつつあります。

ベルリンの美術大学との連携というととが

ありまして¥そ乙では作業所で簡などを作っ

ていた技術を使ってさまざまな物を作って

いました。範作りであるとか、あるいは筆

やブラシを作ってベルリンに来る観光客向

けに売っていました。例えば観光客のお土

産用のキーホルダーやキーホルダーにつけ

る小物としてベルリンのクマのマスコ ッ卜

とか。モダンな魅力的な観光客用のお土産

を作る。それは伝統的な作業所で使われて

いたようなハンドクラフ卜の技術を使うと

いうものです。これは活用できる一例です。

あるいはセjレビアのベオグラードの一例で

すが、伝統的な手法を使ったハンドノミッグイ乍

りがありました。広告用の非常に大きなポス

ターがありました。建物の壁一面にあるよう

な大きなポスターです。これは大きなポス

ターでしたのでリサイクルがなかなかでき

ず¥その大きなポスターを女性の協同組合が

無料でもらってきて、伝統的なハンドクラフ

卜の技術を使って¥コンピユーター用のバッ

ク、をイ乍ったというようなものもありました。

乙れも非常におもしろい例でした。このバッ

グは空港の観光客のお土産センターなどで販

売され¥1個 20ユーロぐらいでハンドクラ

フ卜バッグとして売っていたという例があり

ます。

難しい領域ですけれども¥新しいアイデア

と組み合わせる乙とによって¥いろいろな可

能性が出てくると思います。

がいて、以前だったら日の不自由な人たち 寺島:全てのご質問に答えるのは無理なので¥

の作業所で仕事をして¥例えば寵を編んだ こんな質問がありましたというのをご紹介だ

りほうきのようなものを作る。そうしたも けさせていただきます。

のはまだ残っていますけれども¥作業所の 「共同製造、共同販売等で成功している事

ようなところで、補助金を使ってやっていた 例はありますか?J I観光業でうまくいつ

ので¥今はあまりそういうと乙ろは職場と ている事例はありますか?J Iソーシャル・
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ファームによって入院率の低下が見られたと

いう乙とをもう少し詳しく教えてください」

とか、パービス先生にですが、「公共詞達の

改革、社会的価値法とありますが、それはど

のようなことですか ?Jなど、まだたくさん

あったんですが、ちょっ と難しい質問が多く

て、すごく理念的なととで答え切れないもの

もたくさんあります。申 し訳ありませんが時

間の都合でことでは少し割愛させていただき

たいと思います。

最後にパネリストの皆ざまに本日のセミ

ナーに出席されて感じたことや言い残したこ

とがありましたら、ぜひご発言をいただきた

いと思います。

炭谷:今日、私自身も大変勉強になりまし

た。特にヨ一口ツ/てから来ていただいた方々

の言葉の中で、ソーシャルエコノミ一、社会

経済という考え方をよく感じました。まさに

ソーシヤjレフアームがなぜ必要なのかと言え

ば、いわば経済と社会との聞にあるもの、乙

れがすっぽりと今の社会では抜けでるのでは

ないかなと。それがないために大きな問題が

発生し、生きづらい人たち、うまく生きてい

けない人たちがたくさん日本の中で生じてき

ている。その対策が今、日本の社会で望まれ、

必要になってきているのではないかなと。そ

のような大きな流れの中に私ど、もソーシヤjレ

ファームも、すべてがそれで解決できるわけ

ではもちろんありませんけれども、その中の

一部を担っていけるのではないかと強く思っ

ております。そのような意味で、ぜひソー

シャルフアームイ乍リ¥もしくはソーシャjレエ

ンタープライズイ乍りに、このように大阪で立

ち上がっている人が一人でも多くいらっしゃ

れば大変嬉しいと思います。

シュワルツ:先ほどいろいろな質問がありま

したので少し申し上げたいと思います。時聞

がなくて大変申し訳ないで、すが、具体的な解

パネルデ、イスカッション

決策としては、ソ-シヤjレフアームジャパン

のウェブサイトも見ていただければと思いま

す。何らかのフォーラムで例えば協力をして

いくとか、あるいは例えば乙ういった質問が

ある人がどんどん費問できるようなコーナー

がホームページにあったらいいのではと思い

ます。私どもへの質問でも。その場合は英語

になりますが。乙んなにたくさんの質問をい

ただいたことをとても嬉しく思います。他の

形でお答えできればと思います。

最後に印象ということですが、 今回、来日

6回目ですが特に関心を持ちましたのは、皆

さん方から先生も含めていろんなととを伺い

ました。日本は非常に興味深い展開になって

いると思います。ソーシャル・フアームとい

う名称自体は重要ではないということでしょ

う。大変興味深いアプローチが見られると思

いました。

乙のような問題は日本もヨーロ ッパも同じ

です。ですから常に日本に来ては学ぶことが

多いですし¥私も皆さんの討議に若干貢献で

きたのであったら嬉しいと思っています。そ

れ以上に皆さんからいろいろお話を聞いてと

ても嬉しく ノ思っています。前回私は実際の現

場も訪問させていただきました。皆さん自身

が皆さん自身の発想で、ヨー口ッパと同じよ

うな問題をどう対応されているのかを見るこ

とができました。

ジ、エイコブ:簡単に申し上げます。差別禁止

等につきまして EUの勧告に従っています。

15年前は例えば困難を持った入、あるいは

精神障害のある方が施設内に一生暮らしてい

たというのは問題視されませんでした。でも

それは変わりました。誰もが仕事に就く権利

がある乙とを知っています。日本の多 くの

方々もそのような方向でやっていらっしゃる

と思います。興味深いリハビリテ-ションプ

ログラム、ジョブコーチングなどいろんな可

能性があると思います。



ソーシャル・フアームというのは一つの

モデルであり¥今¥私たちもそれに力を入

れているわけですが¥しかしそれ自身が目

的というのではありません。その点では皆

さんと同じ気持ちです。つまり日本のソー

シャ jレ・フアーム・ネットワークをさらに

発展していくのであれば¥いろいろなやリ

方があると思いますし¥徐々にさらに多く

のことが学習できるのではないかと思いま

す。ヨ一口ッパでも当初はイタリアからた

くさんの乙とを学びました。しかしゅ年後、

今度はイタリアの人たちがオランダのモデ

ルから学ぶこともたくさんあリ¥好事例を

お互いに交換しあうことができます。モデ

ルの数を少なくするのではなくて¥どんど

ん広げていくことであり、それは雇用の場

でいろんな人をインテグレーションしてい

く方法であるわけです。

/~-ビス:イギリスのことで申し上げます

と¥社会的なイノベ-ションがどんどん出

てきています。というのもセクタ一間の共

有が行われているからです。例えばソーシャ

ル・インパク卜・ポンドというのがあリま

す。それからビッグ・ソサエティ・キャピ

タルといったような取リ組みはすべて金融

業界の人たち¥銀行の人たちが始めました。

それぞれに理由はあると思いますが、社会

的な関心がある人たちです。自分たちの子

どもが障害を持っているのかもしれません¥

あるいは精神障害の問題がある人にたまた

ま会って彼らが持っているスキルを使って

助けたいと思う人たちも出てきました。英

国では企業、政府¥ソーシャル・セクタ一、

地域社会、乙ういったさまざまな人々が横

断的に協力し、その結果イノベ-ションが

生まれたのです。日本ではまだとのような

横断的な協力がありません。企業は企業¥

政府は政府、コミュニティはコミュ二ティ

というようにまだ分かれていると思います。
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こういった異なる部門の人たちが協業する

ことが日本でもっとできたら、もっと実リ

の多いイノベーションが起乙リ成果につな

がっていくと思います。

日本においては政府、官の力が強いし、

日本の国民の皆さんも政府の承認を得なく

てはいけない分野がいろいろあることは理

解しています。よって日本の皆さんが政府

等↓こもっと働きかけをして社会的な改革

がいかに重要なのか¥さらにソーシャル・

フアームの発展がいかに重要なのかという

ことを政府に訴えかけ¥政府もそれを課題

に考えるようになっていけば¥ソーシャル・

エンタープライズについてもっと調査し¥

もっと支援してくれると思います。そうす

る乙とで部門横断的な力強い協力が進むの

ではないかと思います。

伊藤 :どうしても言って帰リたいととがあ

リます。スタッフはどんな人がいいんだろ

うか。マネージャーにはどんな人がいいん

だろうか。福祉系の人も必要です。でも企

業系の人が要ります。企業のプロが要リま

す。打算的な考えも要ります。福祉系の人

はかわいそうだ¥かわいそうだとか¥そう

いう教育を受けています。うちの方では訪

問看護もあります。医療系もいます。この

三つを並べておいたら争いばかリ起乙して

います。そのくらい一人の人聞を自立させ

ていくには、三つの力を寄せて、今おっ

しゃったようにもちろん官民共同でやりた

い。ことに官の人が入っていないのが悔し

いですO

中崎:今日は大変勉強になリました。ありが

とうござ、いました。ヨー口ッパの事情がいろ

いろ変わっていてすごく勉強になるなと思い

ました。今、日本のソーシャル・フアームが

やっと動き出そうとしているのかなと感じま

した。炭谷さんのおっしゃるとおり 2，000箇



所のソ-シヤjレ・ファームが早く実現して、

それを応援する中閣支援組織というのができ

たときに、銀行とかキャピタルとか¥そうい

う支援もできてくるのかなと思っておりま

す。

寺島:どうもありがとうございました。とれ

でパネルデ、イスカッションを終わらせていた

だきます。どうもありがとうございました。

パネルディスカッション



閉会あいさつ

辻

ビ、ツグ@アイ館長

本日は「圃際セミナー」へのご参加ありがとうございました。

私は当ビッグ・アイ(国際嘩害者交流センタ-)館長の辻 -(ツジ マコ卜)です。

今回は、日本障害者リハビリデ-ション協会、 略称リハ協さまと初めて共催事業を行うことが

できまして誠にあリがたいととと感謝しております。

日本障害者リハビリテーション協会ざまが運営されている¥国際障害者年記念施設の「戸山

サンライス、」は、こ乙国連の障害者十年記念施設である当センターとは兄弟関係にある施設と

いえます。

乙の当センターを大阪に誘致する際の理由の一つは¥リハ協ざまが東京で開催されていた国

際的なセミナーやシンポジウム等々のイベン卜事業をぜひ四天王寺悲田院以来 l400年の福祉

の歴史がある大阪、関西にも廻してほしい¥そのための場所がほしいとの思いが込められてい

ました。今回、やっとその思いが実現いたしました。今後もこのような機会を連携して作って

まいりたいと存じます。

そのセミナーである「ソ-シヤjレ・フアーム」は、今後の幅広い意味での障害者支援の要に

なるものです。

私ごとですが¥私は 37年前に交通事故で脊髄損傷という障害者になりました。当時は医療

も社会福祉も¥交通利用も、免許が許可されなかったために自動車運転もできず、福祉のまち

づくりもできていないバリアだらけの環境でした。私のような活動が可能な障害者であっても

自分の身ひとつを動かすことが圏難でした。

そこからさまざまな方のご支援を受けてひとつひとつ課題を解決していく中で¥乙ころやさ

しい方¥志のある方か数多くおられることを感じました。

今日の社会は心痛むこユースが数多くながれ¥経済的困難の中で社会福祉も弱ってきていま

す。そんな時乙そ¥人と人との紳¥人を大切にする、すべての人を認め合うという¥ヒューマ

ニズム、ヒューマニタリアイズムを再度確認する乙とが必要です。

「悪貨は良貨を駆逐する」と流されていくのではなく¥「良貨が表に出て悪貨を遠ざける」社

会づくりが必要と思います。今日この場にお集まリの皆様はその良貨です。

その意味においても¥「ソーシャル・ファーム」は社会の中で見いだされず¥機会を得ない

人たちにチャンスと支援を与える素晴らしい方法だと思います。また¥障害のある人に勇気を

与えるものと思いました。

本日講演していただいた先生方に改めてお礼と感謝を申し上げます。あリがとうございます。

今日のセミナーを一つの契機として¥今日お集まりの皆様方とともによりよい社会を作るため

に努めたいとの思いをお伝えしてごあいさつに代えさせていただきます。

さきほどお話のなかにありましたサマースクールを、当館は宿泊する乙ともできますので、

ぜひプ口グラムとしてとこで実際的な事もまたで、きればと機会を願っております。ぜひそのよ

うな時にも皆様のご参加をお待ちしておりますので¥今後ともよろしくお願い致します。

本日はありがとうございました。
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国付資料

中崎ひとみ

がんばカンパ二一

福祉制度を利用してソーシャルファームを運営

1. ~章害者の働 く 場所を倉iJるために障害者作業所を利用した

1986年 4月設立 無認可の小規模作業所で、立ち上げた

理念 「共生、共働、共育」

2福祉施設ではなく 障害者が働き経済的な自立が出来るごとを目指し続けた

1995年作業所ではあるが障害者も全員と雇用契約を締結

障害者の労働権を確保するととを実現した

3. ~章害者が働きやすい共働の関係を作ったら、障害者手帳を持たないハンデキャップのある人

達も働きやすかった

母子家庭、高齢者、二一卜¥元ホームレスなど様々な人が入ってきた

4.1998年にイタリアの「社会的協同組合」に出会し¥¥見学↓こ・・・

間もなく「ソ-シャルフアーム」に出会った。私たちが追い求めていたものであった

5.日本ではソ-シャルフアームの制度がないので¥福祉の制度を利用して施設を増やしていっ

た。その過程で¥福祉のサービスを提供する施設と労働を行う施設に分類 していった

のA型事業所-2事業所 ②生活介護事業所 (8型との多機能 )-2事業所

①高齢者デイサービスセンタ -1事業所

6.最も雇用人数が多い現在の就労継続支援A型事業所では…

がんばカンパ二ーとあんふあんカフェ(菓子製造とカフェ) 以下合計人数記載

・定員 60人 実員 53人(自立支援法内の利用者)

内知的障害 34人身体障害 9人精神障害 10人(内発達障害 3人)

.職員(自立支援法の利用者でない人 )26人

内 母子家庭4人…生活保護受給者や刑余者(執行猶予)も

(ヲ|きごもりや薬物依存症者は支援法内対象者になったので、刺用者にカウン卜)

7.雇用創出(労働統合型)と福祉支援(サービス提供型)の 2種類を行っている

法人全体での雇用は環境的なハンデキャップを持った人も含めて

-全体雇用者数 107人

障害者 54人(利用者以外 1名) 高齢者 3名 (65才以上) 母子家庭 7人
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回付資料

ソーシャルファームとまちづくり

1) Iほっとけやん」

放っておくととはできない

麦の郷の原点は、 1977年障害をもっ人た

ちの置かれている厳しい現実に出会った市民

が「乙れはほっとけやん、知ってしまったJ.，.f

任」と立ち上げた 6畳一閣の「たつのこ」共

同作業所が始まりです。

1988年 (有)障害者自立工場としてクリー

二ング業を始めました。1995年ソーシャル

フアームピネjレとして事業開始 (日本初の精

神障害者福祉工場)。磯種はクリー二ング、

印刷、ウ工ス製造、食品加工・販売と次々と

仕事をおこ )、就労に結びつきにくい人たち

と共にスタ ッフも働いています。

!翠害種目リはさまざまで能力のある障害をも

っ人は法人職員として、他には高齢者やひと

リ親家庭の人たちもいます。

年間続:売よ 2億 5千万

A型 44人 (平均給与 1，027，049円/年)

B型 98人 (平均給与 298，875円/年)

く人 167人 (法人臣民)

グループホーム・ケアホーム :9力所

訪問看立ステーション:1力所

居宅介護支援事業 :2力所

2) すでに見えてきた未来の姿

それがソーシヤ jレフアーム(社会的企業)
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社会福祉法人一麦会 (麦の郷)

リハビリテーシ ョン研究所

所長 伊 藤 静 美

であリ共Jこ生きる健全な社会の姿なのです。

麦の郷は、創立以来 35年間働く場と住まい

の場づく り、そして、なかまづくりとまちづ

くりを終始一貫して追求してきました。決し

て自己完結はしません。

先ず地域に根ざし、多くの人と手を結び地

域課題を知ることから始めました。麦の郷本

部所在地(西和佐地区)の人口は約 5300人。

うち 70歳以上 903入、ひとリ暮らしの高齢

者 65歳以上 304人(本年調べ)

和歌山県に於いては、 近畿2府4県中 (l

位)全国 (lO位)と非常に高齢化の進んで

いる乙とが見てとれます。

ここに叉、地域住民のニーズと麦の郷の仕

事おとしの出番がある乙とに気付かされます。

社会的排除ともいえる買い物弱者(難民)問

題に小地域 (学区や自治会)で何ができるか?

当然、食材や日用品の配達や見守りなどと

いう仕事おこしにもつながリます。そこで¥

昨年夏より農産物直売所「麦市を開届いたし

ました。

その他、地区社会福祉協議会と合同で取り

組むさ くら祭リと夏祭リ (l8回)があリま

す。さくら祭りには、地区社協の中Jこ住民の

弁当代金 (約 400人分)が予算化されてい

ます。とのような取り組みは、地域住民の誇

りとなりまちの知名度を上げことにもつなが

ります。そして、何よりも住民が楽しみなが

ら麦の郷づくリに参加しているということで

す。共同作業所やソ-シャルフアームづくり

は、地域住民の共有財産としてよリ発展させ

次世代に引き継ぐ貴重な社会資源のひとつに

なるとE軒言しています。



資料 1(西和佐地区社会福祉協議会総会よリ)

自治会民生児童委員協読会婦人会 老人会人権委員会など各種団体で組織されている

論題 5

平成 24年度 西和佐地区社会福祉協議会事業計画書 (案)

1. I社会を明るくする運動J(愛の協賃金)に更生保議女性会と連携して募金活動を展開する0

2地区「敬老事業」 を実施する。

3.地区 「歳末たすけあい運動j を実施し¥配分については民政児童委員協議会へ協力を依頼

する。

4.地区協議会会員の拡大を図る。

5. I麦の郷」との交流会を実施する(年 2回)

6.研修事業を実施する。

7その他、地区福祉向上に必要な事業を展開する。
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