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オリエンテーション

「社会的企業」って何だ !?
藤井敦史 （立教大学コミュニティ福祉学部教授） 

社会的企業という言葉は、現在、様々な意味合い
で語られています。社会的企業が、米国・欧州・
日本で、どのように語られてきたのか見取り図を提示します。
●参考文献：藤井敦史「ボランタリー・セクターの再編成過程と『社会的企業』」

『社会政策研究〈7〉特集 市民運動・NPO と社会政策』東信堂 2007 年 4 月

環境や貧困、社会的排除などの問題を解決しながら、事業体としても成り立つ「社会的企業」が注目されています。

人と人、人と地域のつながりや、働く・生きる権利と尊厳を回復するこれらの実践は、利潤優先の市場経済への

対案として、地域で、世界で、広がりつつあるのです。このクラスでは、社会的企業の定義や論点を学ぶとともに、

現場を訪問し実践者の声を聞きます。さらに社会的企業を評価する目を鍛えるための報告や議論の場も設けます。

「社会的企業を立ち上げたい」「ミッションと事業は両立するの？」というあなた、ぜひ一緒に学んでいきましょう。

社会的企業 ─仕事をとおして社会を変える！

● 2010 年 5 月〜 12 月　● 基本的に隔週火曜日 19:00 〜 21:00　
● 全 14 回 / 定員 30 名　● 受講料 38,000 円　※出かける回は交通費・宿泊費などが別途かかります。
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ともに働く・ともに生きる ―連帯社会への視点

斎藤縣三 （NPO 法人共同連事務局長 /NPO 法人わっぱの会代表）

障害ある人・ない人が共に働き共にくらすわっぱ
の会をつくり始め 39 年。今、格差と競争が激し
くなる社会に対し、相互扶助・連帯の「社会的事
業所」づくりを提起する。
●参考文献：共生型経済推進フォーラム（編著）『誰も切らない、分けない
経済—時代を変える社会的企業』同時代社 2009
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障がい者福祉の現場から─アート活動支援を通して 

中谷徳宏 （社会福祉法人湘南福祉センター工房絵）

障がい者の自立や社会参加を推進しようとする
社会動向の中、彼 / 彼女らの表現活動に着目し、
支援を行う企業が増えています。活動現場からの
報告をもとに支援の際の課題について考えます。

6/8

東京都杉並区高円寺・「素人の乱」を訪ねる

路上へはみだそう！─若者の仕事づくりと文化発信拠点

松本 哉 （素人の乱 5 号店店主）

高円寺・阿佐ヶ谷に様々なお店（古道具屋、古着屋、
居酒屋、カフェなど）を開いている素人の乱を訪問
します。時には路上で鍋をやったり、デモをやった
り…と、若者の文化発信の拠点として地域の商店街からも親し
まれる場の魅力を体験します。
●主著：『貧乏人の逆襲 !—タダで生きる方法』筑摩書房 2008/『貧乏人大
反乱—生きにくい世の中と楽しく闘う方法』アスペクト 2008

（22「コミュニティ・カフェをつくろう！」クラスと合同）

6/19（土）午後

農村女性たちの小さくて元気なビジネス
─全国に広がる助け合い・協働の事業

根岸久子 （社団法人 JA 総合研究所）

グローバル化の進展で、農業・農村は、今や崖っぷちに立
たされています。そのなかで、地域で必要とされている仕
事を起こし、地域の暮らしを支えている女性たちがいます。
●主著：『学校給食を考える』（共著）日本経済評論社 1993『協同で再生す
る地域と暮らし—豊かな仕事と人間復興』日本経済評論社 2002 ●参考文
献：岩崎由美子・宮城道子（編）『成功する農村女性起業—仕事・地域・自
分づくり』家の光協会 2001/『日本農村の主体形成』筑波書房 2004

7/6（予定）

大阪・京都を訪ねる

大阪・ホームレス支援の現場と社会的企業
─地域の金融にできること＆社会的金融の未来

法橋 聡 （近畿労働金庫地域共生推進室室長）

グローバリズムの牙が個人を直撃する時代。排
除に向き合いながら、地域に具体的なしごとを
起こす社会的企業が登場しつつあります。これ
ら担い手を支える社会的金融を考えます。
●主著：共生型経済推進フォーラム（編著）『誰も切らない、分けない経済—
時代を変える社会的企業』同時代社 2009

「京都三条ラジオカフェ」で番組をつくろう！
─市民による市民のためのラジオ局

松岡千鶴 （NPO 法人京都コミュニティ放送理事・放送局次長）

メディアの現状は日々変化しています。私達は
情報の受け手であるだけでなく気軽に情報発信
できる時代になりました。番組を通じてあなた
の思いを伝えてみませんか。
●主著：「GO!GO! コミュニティ FM vol.32—市民が企画し出演する番組で、
新しい可能性を模索 !」『GALAC』2009 年 10 月号 放送批評懇談会 
※この回では、大阪で訪問した社会的企業についての感想や意見を受講生で議論した
上で、「京都三条ラジオカフェ」にて番組を製作し、実際に放送させていただきます。

7/10（土）〜 7/12（月）2泊 3日

9/4（土）午後

神奈川県横浜市を訪ねる

地域でつくる「医・衣・職・食・住」の
セーフティネット ―ホームレス支援の現場から

NPO 法人さなぎ達
寿地区および「さなぎ達」の歴史や
活動内容を中心に話をし、実際の現
場の様子を見ていただきます。
●参考文献：「『社会企業家』全仕事—あなた
にもできる世直しビジネス」『週刊ダイヤモンド』2009 年 4 月号 ダイヤモン
ド社 /『食生活 お酒と健康のリテラシー』2009 年 12 月号 カザン
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アジアと日本の社会的企業
─グローバルな連帯経済のネットワークに向けて

内田聖子 （PARC 事務局長）

2007 年からアジアレベルの「連帯経済」ネット
ワーク形成が広がっています。連帯経済とは利潤
ではなく人間を中心とした助け合いの小さな経
済活動の総称。その中でも鍵となる「社会的企業」
の広がりと課題を紹介します。
●参考文献：西川潤・生活経済政策研究所（編著）『連帯経済─グローバリ
ゼーションへの対案』明石書店 2007

10/2（土）

埼玉県深谷市を訪ねる

豆腐づくりから福祉事業まで
─女性たちのワーカーズコープが地域を変えた

岡元かつ子

ワーカーズコープとは、働く人自身が資金と知恵
を出し合い、社会的に必要な仕事をおこし、共に
運営し、人と地域に役立つ仕事をおこす事業体・
協同組合です。
●主著：『地域福祉事業所 深谷だんらんグループ』ワーカーズコープ 2005

（ワーカーズコープセンター事業団本部地域福祉事業部推
進部長・副理事長）
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みんなで語る「社会的企業」って何だ !?
─現場訪問を経てのディスカッション

コーディネーター：内田聖子 （PARC 事務局長）

コメンテーター：藤井敦史 （立教大学コミュニティ福祉学部教授）

これまで訪問した各現場の感想や報告などを素材にして、
社会的企業の原則や運営のあり方、さらには社会的企業を
見極める目を議論します。
●参考文献：馬頭忠治・藤原隆信（編著）『NPO と社会的企業の経営学─新
たな公共デザインと社会創造』ミネルヴァ書房 2009

協同組合のインフラ・システムを社会的企業に活かす
─相互扶助で暮らしの課題を事業化する

志波早苗 （パルシステム生活協同組合連合会運営本部運営室スタッフ）

協同組合は、日々の暮らしの中で人々が助け合
うために生まれた相互扶助の組織です。その事
業ボリュームと様々なインフラとの協働で、実
現できることは数限りなくあります。
●主著：『コミュニティビジネス入門』（共著）学芸出版社 2009 ●参考文献：
日本協同組合学会（編）『西暦 2000 年における協同組合—レロイドー報告』
日本経済評論社 1989/ 大沢真理（編）『生活の協同』日本評論社 2007　
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なぜ日本では社会的企業が育たない？ 
─人材・お金・中間支援組織を切り口に

岡田百合子 （NPO 法人ワーカーズ・コレクティブ協会専務理事）

27 年前に神奈川で誕生したワーカーズ・コレクティブ。社
会的企業のひとつでもあるワーカーズ・コレクティブを通し
て社会的企業が置かれている現状を捉え、課題を考えます。
●参考文献：神奈川ワーカーズ・コレクティブ連合会『女性・市民が拓くあた
らしい時代—神奈川ワーカーズ・コレクティブ連合会 10 周年記念誌』2000/
ワーカーズ・コレクティブ ネットワーク ジャパン 『共に働く』 2008　

ヨーロッパにおける社会的金融
─社会的企業への融資

重頭ユカリ （農林中金総合研究所主任研究員）

ヨーロッパでは社会的企業の発展とともに、社
会的企業と利用者の媒介役となる社会的金融も
発展しています。ここでは特にソーシャルバン
クをとりあげます。
●主著：『連帯経済−グローバリゼーションへの対案』（共著）明石書店 
2007/『市民社会と社会的金融—ヨーロッパと日本の NPO 支援システム』（共
著）北海道大学大学院方角研究科附属高等法政教育研究センター 2009

11/30

12/14

「社会的企業」にとっての「成功」とは？
─社会的企業の評価について考える

塚本一郎 （明治大学経営学部教授）

社会的企業は社会的価値と経済的価値の統合を追
求するハイブリッド組織であるという認識から、
社会的企業の社会的インパクト評価に関する課題
について考えます。
●主著：『イギリス非営利セクターの挑戦—NPO・政府の戦略的パートナー
シップ』（共編著）ミネルヴァ書房 2007/『ソーシャル・エンタープライズ—社
会貢献をビジネスにする』（共編著）丸善 2008


