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131社の回答にもとづく分野別の主な成果
SOCIAL IMPACT

2019年6月時点のデータにもとづいた成果をあげています。

地域・伝統
環境

団体支援

安心・安全

農林水産・食

人権・途上国

被災者・防災

情報化

福祉・自立支援

子ども

健康・高齢

教育・文化

▶ 製造所・パートナーズ工場での廃棄物リサイクル100%

▶ ゼロカーボンプリントにより３年でCO2を525t削減

▶ アプリを通じて80ヶ国、50万人が約8000万のごみ回収
▶ 木質バイオマス利活用支援によりボイラー導入や燃料
　 製造事業が拡大

▶ 町内の一般廃棄物のリサイクル率81%

▶ 全国で移動スーパーが稼働し、月間販売額約7億円
▶ 個別相談者258人中146人就労 / 一般就労10人移行
▶ 多言語版おくすり手帳3000冊以上販売
▶ 日本初、親が精神障がいを持つ子ども向け情報サイト・
 　相談ツール等のDLページのアクセス約10万件
▶ 更年期を迎える女性対象の健康講座・セミナー受講者数
 　20万人、全国25人の講師養成
▶ 松戸市の救急車出動約3%減、他病院の救急患者
 　対応約8%減

▶ がん経験者のインタビュー100回実施

▶ NPOクレジットカード決済システム / 131団体が利用
▶ 市民からの寄付をもとに49団体に7億8千万円強助成
▶ 社会課題の解決に向けたデザイン研修 / 10回開催
▶ 課題解決型の人材育成事業として地域内に約70の
 　プロジェクトを創出、9割が継続

▶ 「子育てシェア」会員6万人強、支援依頼解決23,402件
 　（解決率83.6%）

▶ キャリア学習イベント等を180校で実施、 3万人以上参加
▶ 年間約1000人の子どもが野外活動に参加
▶ 中学生対象にU/Iターン者による地域の魅力発見授業

▶ LGBT教育の出張授業約650回、約6万人に対して実施
▶ 体験活動参加小・中学生1000人、ボランティア500人
▶ 希少疾患患者338人の生活実態調査を実施

▶ 給水事業を約80ヶ国展開 / 就労者推定5000人以上 

▶ 英語教師をめざす職業訓練の参加者約20人のうち
 　15人が英語教師に
▶ 50社以上からの寄付された約4500台のデバイスを
 　30ヶ国で活用、約8万人にICT教育機会提供

▶ 人身売買被害者の補償に関する高等裁判所による
　 歴史的な判決と政府による補償の実効性向上

▶ 日本企業40社の社会課題解決の経験者約200人が
 　アジア10ヶ国の約100団体の事業加速に貢献

▶ 夜間保育により多様な働き方をする親の就業継続

▶ 未受診の妊婦の安全な出産や、母子支援担当者など
 　社会資源を利用しながらの育児の実現

▶ 子育て応援ギフト事業導入市で出生数が前年比12%増

▶ 祖父母手帳事業によって価値観の差を埋め、
 　子育て・孫育てを円滑に行える環境づくりの支援

▶ アレルギー対応食品コンサルティングによる開発商品が
 　グッドデザイン賞受賞

▶ 児童労働から解放や教育環境の改善等により
 　約1万3000人の子どもの教育環境を改善

▶ スパークリングレモン酒開発、無農薬レモン370本育成
▶ 農産品加工施設の黒字化により、農家約200軒が
 　出荷していた直売所の閉鎖危機を回避

▶ 地域食材推進 / 7年間の来店者数15万人
▶ 農家と消費者が出会うイベント参加者が農作業・
 　農作業体験ボランティアに

▶ ボランティア募集情報配信 / 1万件以上 

▶ デザイン業務の7割が行政のまちづくり関連になり
 　ノウハウや情報が活かせる事業として定着

▶ 被災地における通信教育・学習相談等に
 　宮城・岩手・福島・熊本から2000人以上参加

▶ 40年で約1000人がひきこもり状態から自立
▶ 児童養護施設等からの依頼による就職相談約400人
▶ 腎臓病・透析患者とその家族向けのポータルサイトの
 　月間PVが18万件
▶ 障がい者の就労環境を整備し、県内の就労継続支援
 　B型施設内で総支払額1位
▶ 早期療育事業に参加した子ども700人超
▶ 日本で初めてスポーツクラブが運営する保育所を開所

▶ 障害児通所施設を年間約120人の親子が利用
 　早期療育プログラムを開発し全国に連携機関10ヶ所
▶ LGBT就活で2000名以上のLGBTのキャリア支援し
 　企業200社以上に研修実施
▶ 全国200以上の福祉事業所の商品を常設展・販売会
 　等にて取り扱い

▶ シングルマザーキャリア支援プログラムの終了後に
　 「収入アップした」58%（見込み含む）

▶ ベンチャー支援 / 村内30社、売上15億円、雇用180人
▶ インターンシップ導入企業約30社、参加130人
▶ 空き家活用 / 住居21ヶ所、店舗7ヶ所、移住者70人超
▶ 地域学習会コミュニティ20ヶ所以上、受講者3500人
▶ フリーマガジン発行 / 「まちが好き」な人、担い手が増加

▶ 建築・不動産を業とする移住者が年間25人増
▶ 温浴施設の指定管理を受けて黒字化、憩いの場を提供

▶ 共助のある住まい14件、共助の街づくり6件
▶ 参加型リノベーションWS / 350回開催
▶ 空き家活用 / 3年間で約20軒、シェアハウス５軒運営、
 　70人以上利用



INTRODUCTION

収入額の変化

1. 平均収入額

2. 規模ごとの比較

東日本大震災の前後で
ソーシャルビジネスの規模はどのように変化したのか？

2010年

［2010年］

［2010年］

［2017年］

［2017年］

2017年

2010年 2017年

1. 従業員総数（パートタイム含む）

1社あたりの従業員数は、2010年度（n=78）23.6人から2017
年度（n=131）36.1人に、全体では1842人から4726人（+156%）

へと増加しました。このうち2010年以前に創業していた62社
では、2010年度から2017年度の間に従業員数が124%増加

しています。

収入額の規模ごとに回答社数をみると、2010年度から2017年度の
間に、100万円から1000万円を筆頭に、次いで1億円から10億円、
3000万円から5000万円と、どの規模でも軒並み社数が増えて
おり、中央値も2010年度（n=56）の2392万円から、2017年度
（n-127）には3230万円に増えています。2017年度の構成比では
100万円から1000万円と1億円から10億円が最も多く、次いで3000
万円から5000万円、1000万円から3000万円が多くなっています。
なお、17年度の収入が「0」という回答もあり、誤記入の可能性もあり
ますが、確認できなかったため回答のまま集計を行いました。

活動人数の変化

1社あたりの収入総額は、2010年度（n=56）3 .2億円から2017
年度（n=127）5 .1億円に、全体では181.6億円から654.0億円
（+259%）へと増加しました。このうち2010年以前に創業して
いた54社では、2010年度から2017年度の間に収入総額が
229%増加しています。項目別には、自主事業が24 .2億円から
97.4億円（＋302%）、行政からの受託などが26.1億円から76.9
億円（＋194%）、助成金が5.2億円から17.0億円（＋227%）、会費・

寄付が1.5億円から10.8億円（＋611％）へと増加し、行政からの受託
などを自主事業が上回るようになりました。

東日本大震災が起きた2011年は、被災された方々はもとより、日本にとって、大きな転機となりました。

それは、より良い社会へと課題の解決や理想の実現に事業を通じて挑む日本の社会的企業家にとっても

同様です。環境や福祉など様々な分野で実績と積み重ねてきた事業家は、被災された方々や地域に

役立てることができないかと考え、自らの経験や技能を総動員して支援に取り組みました。また「いつか

は社会に挑む事業をしたい」と考えていた若者たちも、突き動かされるように被災地に赴き、被災された

方々のお手伝いをする中から、事業や組織を生み育てていきました。

日本初の社会的企業家・ソーシャルビジネス事業者による経済団体として、一般社団法人ソーシャルビジ

ネス・ネットワーク（以下SBN）が設立されたのは同年2月。そのわずか数週間後に東日本大震災が起きた

ことから、会員とともに、被災地・被災者の支援にも精力的に取り組みました。

このように、日本の大きな転機となった東日本大震災の前後で、日本のソーシャルビジネスはどのように

変化・進化・成長したのか。担い手も、取り組まれる課題も増えつつある一方で、実態の把握や発信が十分

に進んでいないことから、「日本初のソーシャルビジネスに関する自発的な調査・推計をまとめよう」との

思いから生まれたのが、本書「ソーシャルビジネス白書」です。

この趣旨にご賛同くださった特定非営利活動法人エティックとSBNが共同で事務局を務め、その会員や

支援・調査先団体など約350社に調査へのご協力を昨年末から本年初にかけてお願いしたところ、131社

からご回答いただきました。お忙しい中ご協力くださったことに、深く感謝申し上げます。

調査の集計・分析にあたっては、SBNの常任顧問である中村陽一先生（立教大学大学院21世紀社会デザイン

研究科教授）を委員長とする編集委員会を設け、理事である宮城治男さん（エティック代表理事）と町野弘明

さん（SBN専務理事・事務局長）、そして私が委員として加わりました。

また本書の制作にあたっては、デザインの力を加えることで社会的課題解決への寄与をめざすデザイン会社で

ある特定非営利活動法人Co.to.hanaにご協力いただいたことから、わかりやすさを高めることができました。

多くの方々のご協力により実現した初の「白書」ですが、編集長を仰せつかった私の微力ゆえに、回答数

が実態を把握すると言える規模でなく、また、設問や回答の精度にも粗さがあることから、敢えて「第0号」

というテスト発行といたしました。力不足を深くお詫び申し上げるとともに、しかし、これまで何度か構想

されても実現に至らなかった白書の刊行が形になりましたことに、心からお礼を申し上げます。

本書が、日本におけるソーシャルビジネスのこれまでとこれからを伝え、課題先進国である日本における

ソーシャルビジネスのあり方を示すものとなり、多くの方々にご活用、ご意見いただけることを願います。

「ソーシャルビジネス白書」第０号 刊行のねらいと感謝
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119,746人【ソーシャルビジネス調査 設問項目】

1.組織概要の変化について
　創業年、事業内容、収入額とスタッフ数について2010年度と2017年度の比較

2.各事業者の主な事業について
　事業名、主な目的、開始年度、事業内容、事業による成果、2025年度に向けた目標、2010年度と2017年度の収入額

3.組織内の課題と、その解決方法について
　「これまで」と「これから」の組織内の課題と、その解決方法

4.対象としている社会的なテーマにおける課題と、その解決方法について
　「これまで」と「これから」の社会的な課題と、その解決方法

2019年6月
川北 秀人

［2010年］ ［2017年］

2. 協力者総数（ボランティア・会員など）

1,000

100

0

10,000

100,000 1社あたりの協力者数は、2010年度（n=77）1368人から2017
年度（n=126）951人に、全体では105334人から119764人
（+13%）へと増加しました。このうち2010年以前に創業して
いた60社では、2010年度から2017年度の間に協力者数が9%

増加しています。
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TOPICS 社会福祉関連８法改正 阪神・淡路大震災 NPO法人認証数5000件突破 社会福祉関連8法改正 国民投票法施行

●アミタホールディングス（株）

❶（特非）ゼロ・ウェイストアカデミー ゼロ・ウェイスト（無駄・ごみ・浪費をなくす）普及啓発、認証制度運用

❶（株）坂ノ途中環境負荷の小さい農業の普及
❶（株）森のエネルギー研究所 木質バイオマスに係るコンサルティング

●（株）大川印刷
❷木質バイオマスエネルギー利用に係るエンジニアリング/政策基礎調査や政策提言

（特非）アサザ基金  
❶ポリグルソーシャルビジネス（株） 水質浄化、産業廃水処理、途上国での給水事業

●

●オイシックス・ラ・大地（株）
❶（特非）ケア・センターやわらぎ 障害者総合支援法事業 ❷介護保険事業

❶（株）マイファーム 使われなくなった農地をリメイクした体験農園

●（株）リリムジカ  ❶老人ホーム等での参加型音楽プログラム
❶NPO法人となりのかいご 家族による高齢者虐待を防止をミッションとした事業

❶（合）つみき設計施工社 住まい手、職人、設計者が共に取り組む家づくり❶NPO法人森の生活 森林体験プログラム

❶（株）イータウン  NPOのウェブなどのデザイン

❶NPO法人せき・まちづくりNPOぶうめらん 関市の良さを伝える雑誌の発行❶いんしゅう鹿野まちづくり協議会 藍染のれん等による地域の魅力創出

●（認定特非）カタリバ

●（株）カスタネット

❶（株）福市 フェアトレード商品の輸入販売

●ペンシー（株）

❶中村ブレイス（株） 古民家再生活動 ❷石見銀山文化賞

 

●（株）大川印刷

●（株）大川印刷

❶まるは油脂化学（株） 無添加石けん・化粧品類「七色ブランド」

●（株）イータウン ❶コミュニティカフェ

●認定NPO法人ACE ❶インドやガーナ等における子ども・若者支援

●（株）地域活性局 ❶ならまちの生産地育成

●認定NPO法人かものはしプロジェクト

●（株）カスタネット ❶寄付つきオフィス用品によるカンボジア給食支援

❶（株）HASUNA エシカルなものづくりによるジュエリーの製造販売

❶（株）AsMama 子どもの送迎や託児を近所の知人同士が頼りあうICTプラットフォーム

❶NPO法人あっとすくーる ひとり親家庭に配慮した学習塾

❷石鹸塗料WENNEXヴェネックスの製造販売

❶（特非）大阪NPOセンター CSOアワード ❷ソーシャルビジネスプランコンペ

●IKEUCHI ORGANI（株）

❶安全性に配慮した食品宅配事業 ●オイシックス・ラ・大地（株）

❶オーガニックタオルの生産販売

❶（特非）CANPANセンター 
　公益コミュニティサイトCANPAN

❷NPO向けクレジット決済システム

市民出資ファンドの組成支援

●（特非）とちぎユースサポーターズネットワーク

（特非）3keys

●（株）福市
●

●

NPO法人Co.to.hana

❶（公財）信頼資本財団 社会事業に対する無利子無担保の「共感融資」

❶（特非）CRファクトリー コミュニティ組織運営支援

❶（株）ソーシャルビジネスパートナーズ/
　（一社）ソーシャルファイナンス支援センター 

●認定NPO法人あっとほーむ ❷学童保育
❶
女性の新しい働き方を発信するオウンドメディア

●（株）キャリア・マム

❶（特非）こどもコミュニティケア 健常児・障害児・医療的ケア児の共生保育
●（特非）ホームスタート・ジャパン

❶（特非）リトルワンズ 母子家庭向け交流支援イベント

❶住民による訪問型子育て支援

❶福祉人材養成講座
❶（認定特非）ReBit LGBTの理解普及のための出張授業、教材作成❶（株）高田自動車学校 自動車学校 ❶（特非）ブレーンヒューマニティー 野外活動、学習支援 ❶（認定特非）カタリバ 人づくりを通じた社会活性

❶認定NPO法人夢職人 小中学生を対象とした体験活動

❶（公社）チャンス・フォー・チルドレン 貧困世帯の子どもに対するスタディクーポン提供
❶ライフイズテック（株） ITものづくり教育キャンプ「Life is Tech!」

❶NPO法人Motivation Maker 小学生向けモチベーション・ワークショップ
❶（特非）いきたす 出前授業「カタリ場」

●（特非）地域福祉サポートちた

●（社福）生活クラブ ❶ユニバーサル就労❶（認定特非）しんぐるまざあずふぉーらむ シングルマザーキャリア支援プログラム

❶（株）プラスリジョン 障がい者による農産加工

❶（特非）ADDS親子向け療育プログラムの開発と提供

❶（特非）磐城高箸環境負荷低減を志向した杉割り箸製造・販売

●NPO法人発達わんぱく会❶NPO法人トゥギャザー 障害者福祉事業所でつくられた商品の販売

❶（特非）青少年自立青少年自立援助センターひきこもり自立支援

●NPO法人HELLOlife

●（一社）ペイシェントフッド

活
動
の
継
続

水源地保全事業❶

福祉・自立支援

教育・文化

健康・高齢

環境

子ども

農林水産・食

地域・伝統

情報化

被災者・防災

人権・途上国

安心・安全

団体支援
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●いおうじ応急クリニック

東日本大震災 再生可能エネルギー全量買取制度 東京2020開催決定 老人福祉事業者の倒産が46件 関東・東北豪雨 熊本地震 第4次安倍内閣発足 西日本豪雨

福祉・自立支援

教育・文化

健康・高齢

環境

子ども

農林水産・食

地域・伝統

情報化

被災者・防災

人権・途上国

安心・安全

団体支援

❶（株）/（一社）ピリカ ごみ拾いSNS「ピリカ」 ●ワタミファーム＆エナジー（株）
❶再生可能エネルギー事業のコンサルタント

❶The Sustainable Stage（サステナブルステージ）
❶「ゼロカーボンプリント」による環境印刷の推進

●（株）未来思考
❷地域電力支援事業 、森林整備事業❶電力小売事業

❶（株）空から蝶 旅する蝶アサギマダラの自然体感キット

❶（一社）りぷらす 要介護者・障害者向けデイサービス

❶NPO法人ちぇぶら 更年期を迎える女性の健康サポート

❶とくし丸（移動スーパーマーケット）

❷社会人向け新規就農学校、農業経営塾

●（社福）ながよ光彩会 ❶高齢者福祉施設

❶（特非）ホッピング 未就学児と保護者のコミュニティスペース
❶NPO法人子育てKitchenグループ 親子料理教室 ❶（一社）にんしんSOS東京 「思いがけない妊娠」をした女性とその関係者を対象とした相談支援事業

❶アップシードビーンズ（株） 勉強嫌い・不登校の中学高校生向け個別学習支援
❶NPO法人aLku 出産した世帯へのギフト

❶（株）ここはぐ 最短15分で駆けつけるベビーシッターサービス

❶（合）はひぷぺぽ ちゃのま保育園

❷女性を中心としたキャリア、就労支援
❷親子カフェ、母子家庭向け居住支援

●NPO法人sopa.jp
●NPO法人アレルギーっこパパの会

❶住民による訪問型子育て支援
●NPO法人まんまるママいわて ❶デイサービス型の産後ケア

❶アレルギー対応食品コンサルティング

●（特非）ＮＡＫＥＤ ＨＥＡＲＴ ＳＰＯＲＴＳ 社会福祉事業としての保育園

❷スポーツ教室、自然体験教室

❶（一社）医療振興会どこでもクリニック 無医地区における内科・訪問診療・眼科・リウマチ科の診療科目の開設
❶NPO法人ぷるすあるは 精神医療保健福祉情報サイト ❶救急医療専門クリニック

❶（株）ウィントリア 企業向け介護セミナー

❶（株）スノーデイズファーム 使われなくなった田畑での農業生産

❶きゅぽらスポーツコミュニティ コミュニティスポーツ

❶NPO法人農楽マッチ勉強会 都市住民・商工業者向けセミナー ❶ナオライ（株） 日本酒と地域の特色を掛け合わせた商品づくり

❶ひとしずく（株） ソーシャルグッドプロジェクトの企画・制作・運営

❶（一社）エンドオブライフ・ケア協会 人生の最終段階に関わる人材の育成
❶（株）エーゼロ ローカルベンチャー支援❶被災地における放課後プログラム

❷子どもの相談・支援機関への橋渡し ❸企業などへのソーシャルマインドの教育・コンサルティング

❶体験型宿泊施設とツアー

●（一社）WiTHs ❶産前産後女性に対する運動指導、健康相談

●（株）ここくらす

❷LGBT当事者の自分らしいキャリア形成支援
❶（特非）両育わーるど 知的発達障害児と社会人が交流する「両育体験」 ❶森のようちえんもりねっこ 親子で森の中で過ごす幼児教育

❶（特非）青春基地 ラーニングプログラム

❶（株）ローンディール 企業間レンタル移籍サービス ❶（株）イトバナシ 途上国の伝統刺繍を使った衣服や小物の製造・販売

❶（特非）スポーツコーチング・イニシアチブ スポーツコーチに対する教育事業

❶（株）Helte 日本の高齢者と海外で日本語を学ぶ若者のオンライン会話

●（株）a.school ❶思考力・表現力を育成する学習塾
●（株）アスノオト ❶地域を旅する大学「さとのば大学」

❶イラスト「横浜ひとまち百景」

❶多言語版おくすり手帳「わたしのおくすり手帳」

認定NPO法人つくばアグリチャレンジ

●NPO法人キドックス ❶引きこもりや不登校の若者自立支援
●Link ❶聴覚障がい者対象のお喋り会

❶（一社）ぶれいん・ゆに～くす 自閉症/発達障がいのある児童生徒・成人・保護者へのスキル指導・理解啓発
❶（株）フェアスタート/（特非）フェアスタートサポート 児童養護施設等の子ども・若者を対象としたキャリア教育・アフターフォロー

❶（特非）プラットフォームあおもり 中小企業の人材確保・定着支援

❶（特非）Explat  舞台芸術に関するインターンシップ ❶（特非）WELgee 難民認定申請者を対象とした就労マッチング
❶（株）JobRainbow LGBTフレンドリー企業の情報提供

❷「生活クラブ風の村いなげ ❸多機能型障害福祉サービス事業所「とんぼ舎さくら」
❶未就学児に対する療育、児童発達支援事業所 ❷児童発達支援事業所
❶就業支援

❶腎臓病・透析に関わる人向けポータルサイト

❶ 障がいのある人の就労支援としての農業

❶International Medical（株） 在住外国人のカウンセリング

❶NPO法人がんノート がん患者インタビューWEB番組

 

❶（一社）葛力創造舎若者のコミュニケーション・マネジメント研修

  

❶NPO法人青森なんぶの達者村農家民泊での教育旅行・農業体験学習
 

●（合）巻組❶リノベーションした空き家活用
❶KUMIKI PROJECT（株）国産材の家具・内装キットの開発 ❷店舗・オフィスの参加型リノベーション

❷在宅診療

❶オープンダイニング、展望台、畑などが備わる共同住宅

●（一社）Gemstone ❶日本の社会人が新興国の社会的事業の経営等に挑むプログラム

●（一社）SAVE TAKATA ❶ウェブなどの地域の広報物制作
❶（特非）ブレインファーム シニア向けスマホ・タブレット教室、子ども・教師向けプログラミング教育

❶そなえる.com（防災用品の販売）
❶ロッツ（株） 仮設の調剤薬局 ❷単独型訪問リハビリステーション ❸震災後のコミュニティ形成、健康増進を目的とした温浴施設

❶NPO法人高齢者住まいる研究会 「災害想定ゲームKIZUKI」

❶ファームアンドカンパニー（株） 有機野菜を使用したレストラン

❶インドにおける子どもの売買に対する被害者支援と加害者懲罰の仕組み構築
❶子どもたちの相談・支援機関への橋渡し

❶NPO法人ボランティアインフォ ボランティア情報事業

❶NPO法人クロスフィールズ 企業の若手人材を新興国のNGOに派遣 ❶NPO法人PALETTE フィリピン貧困地区出身若者向けのキャリア支援

❶NPO法人judo3.0 国際柔道交流支援

❶（一社）GrowAsPeople 国内の夜の産業に関わる方々の調査研究 ❶認定NPO法人ARUN Seed 社会的投資のプラットフォーム構築
❶NPO法人Class for Everyone

 
途上国のICT教育環境整備

❸金融機関との連携による資金サポート
❸NPO向けセミナー

❶中期実践型インターンシップ

❶イノベーションキュレーター塾
❶社会課題の解決に向けたデザイン事業

❷寄付金を活用した助成事業「共感助成」

❶NPO法人おっちラボ 雲南市主催の若手地域づくり人材養成塾

❶
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SOCIAL VISION
2025年に向けた目標

社会的企業家が取り組む主な事業について
「2025年度に向けた目標」をたずねたところ、
多様な分野から具体的な成果目標の回答が数多く寄せられました。
意欲と実績と明確な目標を持つ社会的企業家への投資が、
市民自らによる事業を通じた、持続可能な社会の実現に向けて
効果的であることが、強く期待されます。

▶ 子育てシェア会員登録30万人以上！
▶ 発達障がい児の早期発見事業の展開！

▶ 全国20万人の子どもたちがパソコンを使ってものづくりを！
▶ 子どもたちが適切な支援機関につながり、孤立状態を解消！

▶ 行政と民間の良さを生かした子育て拠点を全国に広める！

▶ 「思いがけない妊娠」をした女性やその家族を勇気づける！

▶ 住民による訪問型子育て支援事業を全国300地域で実施！
▶ 出産した世帯にギフトを贈る事業の導入自治体を増やす！

▶ 食物アレルギー対応食品メーカー間の連携・協業の促進！

▶ 子育てと仕事をノンストップで支援するコミュニティづくり！

子ども
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▶ 日本各地の療育機関で、子どもの発達を促進する支援体制確立！

▶ 養護施設や里親家庭等で生活する中高生対象のキャリア教育の
　 全国展開！

▶ 自立支援事業所による有機農産物の生産・加工・販売を一体化！

▶ 引きこもり・障がいがある若者たちが働くアニマルシェルターの開設！

▶ 子ども・高齢者・障がい者が混ざり合った共生ケアの実践！

▶ シングルマザーの就労支援プログラム提携企業の拡大！

▶ 就労が困難な方への支援としての仕事づくり！

▶ さまざまな働き方が享受できる人を1万人に！
▶ 確実に社会復帰できる若年者の支援！

福祉・自立支援

▶ 村内にローカルベンチャー50社、売上25億円、雇用250人！
▶ 住まい手・職人・設計者が学び合う家づくりのノウハウ集約！

▶ 住民の地域参加の機会創出と、財政的に自立した場づくり！

▶ 被災地の未接道などの木造空き家をリノベーション運用！

▶ 主に国産材を用いる店舗づくりによる開業者が年間120件！
▶ 体験型宿泊施設とツアー企画にの成功事例を！

▶ 古民家を改修し、活かし、維持管理する！

地域・伝統

▶ すべての子どもに対して野外活動を提供できる基盤の実現！

▶ 首都圏の小中学生5千人以上へ野外活動などのを制度化！
▶ 複雑な課題解決に取り組む担い手を毎年100人輩出！
▶ 発達障がい児と社会人が共に学び合う機会を通じた人材育成！

▶ 国際柔道交流の年間1万人の基盤づくりと、カリキュラムの
 　中核とした高校設立！

▶ スポーツ指導者の交流イベントを全国12ヶ所、アジア展開！
▶ 日本の在宅高齢者3万人と海外で日本語を学ぶ若者10万人の
　 会話を生むプログラム！

教育・文化

▶ 1万本の無農薬レモンで人・生物・自然が調和した地域を世界に示す！
▶ 全国の耕作放棄地をゼロ、「自産自消」の実践者5万人！
▶ 農家民泊での農業体験へのインバウンド受け入れ体制整備！

▶ 有機農業・無添加などの生産者が報われる社会の実現！

▶ 耕作放棄地での農業生産、加工、契約農家の支援！

▶ 個人顧客への販売などを集約した場づくり！

農林水産・食

▶ 市民主導型の新たな就業支援により、貧困の連鎖を断ち切る！

▶ 国・自治体によるスタディクーポン政策化による放課後の教育格差解消！

▶ 寄付・政府援助に頼らず、世界中の人々が安心して生水を飲める社会！

▶ 司法制度が機能し、性的人身売買被害者の権利が回復できる仕組みの確立！

▶ アジア・アフリカ・中東の300団体において課題を解決する人材を500人派遣！
▶ 世界中のすべての児童労働を終わらせる！

▶ アジア・アフリカを中心とする途上国におけるICT教育基盤を活用した事業！

▶ 途上国の社会企業家への投資のプラットフォームへの参加者10万人！

人権・途上国

▶ 高齢者施設での参加型音楽プログラム導入数500ヶ所以上！
▶ 都市部の大規模公園でスポーツ・自然体験を10ヶ所以上で！
▶ 更年期女性がどこにいても情報にたどり着けるしくみの構築！

▶ 在住外国人へのメンタルヘルスのカウンセリングを全国展開！

▶ 介護状態の改善および増悪の予防の他地域展開！

▶ 高次病院の救急患者対応件数15％減！

健康・高齢

▶ 企業・地域向け事業を融合した社会デザイン事業！

▶ SCOPE3（温室効果ガス排出源）含むカーボンゼロ化！
▶ SNSアプリを通じたごみ拾い参加者100万人！
▶ バイオ燃料を中心とした発電所の完成!

環境

▶ フェアトレード、オーガニック、グリーン電力による事業で働く
 　従業員の柔軟な就業規則！

安心・安全

▶ 企業・助成財団等へのデータおよびシステム提供による
 　NPOの情報開示の促進！

▶ 災害現場においてボランティアが必要な人と、ボランティアを
 　したい人をつなぐ!

情報化

▶ 社会課題に挑む団体のデザインやコミュニケーションの支援先100件！
▶ 表彰制度により個人・団体の持つ力を引き出し、複合的な課題解決の
 　原動力を生み出す！

▶ コミュニティマネジメントの考え方・ノウハウを共有して全国展開！

団体支援

▶ 被災地にある店舗数を3倍に！
▶ 福祉施設で発災時を想像するゲームを全都道府県で実施し
 　各県に連携できる施設のネットワーク構築！

被災者・防災
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同一のテーマに継続的に取り組むに際しても、少子高齢化・人口減少のさらなる進行やICT・AIなどの進化がもたらす社会の変化によって、課題や対象者の

置かれる状況が変化することを視野に、変化によってもたらされる可能性のある事態への適応や、その予防にも取り組む必要性があること、その必要性に

応えるために事業をどのように進化させるかについても、社会的企業家は具体的に考えていることがわかります。企業や行政などが2030年に向けた持続
可能な「成長・発展」の目標であるSDGsへの取り組みや貢献を進める上で、課題先進国である日本自らの課題の解決を事業のテーマとする社会的企業家と

の連携・協働による相乗効果が期待されます。

ISSUE
×SOLUTION

気候変動への具体的対策の
遅れ

製品のCO2排出量を明示
自社の排出削減量を公開 脱炭素社会実現 職員の専門性の向上

木質バイオマスエネルギー
の先導的な導入

公共施設をモデルとした
ボイラー導入提案と実現

木質バイオマスエネルギー
利用の普及

民間でも受け入れられる
システムの高度化

焼却ありきのごみ処理方法 分別徹底と資源化 循環型経済への移行スピード
の遅さ 企業に提供できる知見

社会的企業家に「対象とするテーマにおける課題と、その解決方法」
のこれまで（2017年度まで）と、これから（2018年度以降）について
たずねました。

分野別にみる課題と解決策の変化

日本の若者の自己肯定感が
低い

ナナメの関係による対話を
通じたキャリア教育

未来を自分の力で創り出せる
と考えられない子ども

子どもが解決したい課題への
伴走プロジェクト

若者の格差・貧困の拡大 衣食住＆コミュニティ形成支援
による解決

通信制高校におけるキャリア
形成支援

キャリア形成支援が強い通信
制高校の開設

不登校・勉強嫌いの子どもの
復学・学習支援

自尊心の向上、科目への興味
を高めるプログラム

中高生の社会性・内発性の
獲得

講師以外の大人と緩やかに
つながる場づくり

保育所へ「預ける」より
ポジティブな発想に

保育所・学童保育所・スポーツ
クラブの運営

子どもがより良い環境の中で
育まれる地域づくり 環境負荷削減サービスの推進

共働きのため保育のお迎え
に間に合わず離職する女性 夜間保育運営 地方都市における同問題 受講者数を増やし夜間保育所

を運営する事業者を増加

子ども・母子家庭の貧困 SNSなどを活用して相談手段
を確立

外国にルーツを持つ子どもや
母子の貧困 支援団体や行政との連携

0か月0日の虐待死と加害者
である妊婦の孤立 匿名相談窓口の運営 窓口・知識不足による

思いがけない妊娠・性被害等
研修による相談員育成、
健康教育の開発等

ニート・引きこもりの自立支援 宿泊型支援の有効性を国に
働きかけ

在住外国人の子どもたちの
学習支援 ITを使った支援に注力

医療的ケア児の共生保育に
対する社会の理解と補助

実践の積み重ね、提言、見学
や実習の受け入れ

医療的な配慮が必要な子ども
の増加、症状の重篤化

ITを活用し訪問看護ステー
ションや医療機関と連携

発達障がい児に適切な療育支
援が届かない

親子向け療育支援プログラム
を開発し他機関にも展開

発達障がい児に適切な療育
支援が届かない

保護者と取り組む療育支援
を提供できるネットワーク

18歳で就職した若者が高い
確率でワーキングプア化

中高生時代からキャリア教育
機会を提供

定時制高校や生活保護受給
世帯なども対象に

効果的なキャリア教育プロ
グラムの提供

舞台芸術業界の労働環境整備 労働環境実態調査で把握、
講座開催

舞台芸術界の労働環境整備
マネジメント人材養成 女性の働きやすい環境の整備

これまで（2017年度以前）

課題 解決策

これから（2018年度以降）

課題 解決策

新規就農者の販売先確保 自前の飲食店や流通事業で
販路確保

有機農業者の良質な販路拡大
と消費者の啓発

レストランを発信拠点として
共同購入型マルシェを導入

農家の所得向上 衣食住＆コミュニティ形成支援
による解決 若手農家育成 インターン派遣、行政と連携

し補助・支援

外食領域での食物アレルギー
対応 使いやすい食品開発 客観的指標がない 企業と連携して格付け実施

要介護者の急増
要支援障がい者の増加

高齢者・障がい者支援施設
建設、サービス事業拡大

要介護高齢者・独居認知症
高齢者・障がい者の増加

支援が必要な人に地域住民
が参加する安心システム

無医・無訪問介護地区の存在 診療所・訪問介護ステーション
開設 医療にアクセスしにくい環境 オンラインサロン開設、診療所

の事業承継支援

救急医療における高次病院
や救急隊の疲弊

救急患者や在宅高齢者を
当院で引き受け

救急医療への診療報酬かさ
上げ、救急車有料化

ロビイングや特区新設などが
考えられる

腎臓病・透析患者のQOL向上、
透析感謝の就労促進

ウェブサイト開設、イベント
企画、企業・医療者向け後援 切迫する医療事情の改善 患者・医療者・企業などが

「患者協働の医療」推進

子どもの商業的・性的搾取を
目的とした人身売買

最貧困層の農村家庭の女性
に商業訓練

子どもの商業的・性的搾取を
目的とした人身売買 リーダーシップ開発

エシカル消費の認知度不足 認知度向上に伴い重要性を
啓発

途上国への外注により国内
職人の職が奪われる

国内の職人に積極的に発注
するとともに、課題を啓発

途上国の子どもたちの不平等
な教育機会の是正 ICTを軸にした機会提供 今後の世界を生きる子ども

たちに必要な教育の是正
先進国と途上国で同様に求め
られるモデルの発見と提供

地域の課題解決・価値創造
の担い手不足 育成塾、創業支援 担い手人材の活動のインパクト

マネジメント 活動による効果の可視化・共有

郷土愛の醸成、まちづくりの
担い手育成

魅力を知る雑誌、イベント、
セミナー、相談窓口

市内小中学生のキャリア、市
内企業の人材不足

プログラム拡大、Ｕターンとの
マッチング

都市部における住民間の関係
脆弱化

住民と協働でコミュニティを
育てる

空家・空き部屋増、単身者の
社会的孤立 物件改修と運営ノウハウ提案

シニアのICT格差 スマホ・タブレット教室開催 情報弱者の増加 ＩＣＴ教室、ユーザーテストの
ビジネス化

NPOの情報開示・発信の促進 講師派遣、中間支援組織に
ノウハウ・システム提供

NPOの情報開示による信頼性
向上

信頼性向上に取り組む他団体
と連携を図る

環
境

子
ど
も

教
育
・
文
化

福
祉
・
自
立
支
援

人
権
・
途
上
国

地
域
・
伝
統

情
報
化

農
林
水
産
・
食

健
康
・
高
齢

団
体
支
援
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組織内の主な課題として、人材、資金、広報や事業・組織

の体制といった、他セクターでも共通の普遍的な課題

が挙げられました。

人材不足への対策として「これまで」も「これから」も

「他団体との連携や外部アドバイザー」、「研修・育成」、

「会費・助成金などによる外部からの支援」などが上位に

挙がりましたが、「これから」については「研修・育成」、

「会費・助成金などによる外部からの支援」、「社内環境

の整備」、「管理職層の確保・育成」などが増えたのに

対し、「他団体との連携や外部アドバイザー」、「プロボノ

やボランティア」、「広報・イベント」などは減っている

ことから、創業期などに外部の専門家などから支援を

受ける段階から、スタッフを育てる段階へと移りつつ

あることが伺えます。

資金不足への対策では「これまで」も「これから」も「会費・

助成金などによる外部からの支援」、「他団体との連携

や外部アドバイザー」、「事業・拠点の拡大」などが上位に

挙がりましたが、「これから」については「事業・拠点の

拡大」、「事業の見直し」、「広報・イベント」などが増えた

のに対し、「会費・助成金などによる外部からの支援」、

「研修・育成」は減っていることから、創業期に要する

初期投資的な資金需要の段階から、事業の拡大や見直し

など事業の在り方の進化による資金調達の段階へと

移りつつあることが伺えます。

人材不足

ISSUE

他団体との連携
・

外部アドバイザー

求人・採用
12.9%

研修・育成
12.9%

外部支援（会費・助成金など）
12.9%

プロボノ・ボランティア
11.3%

広報・イベント
11.3%

社内コミュニケーション
9.7%

インターンシップ
・

アルバイト
4.8%

事業の見直し
4.8%

事業・拠点拡大
3.2%

管理職の確保・育成
1.6%

その他
5.4%

40.3%

32.1%

3.6%

7.1%

5.4%

5.4%

8.9%

8.9%

12.5%

企業理念の見直し
・

リブランディング
3.2%

社内環境の整備
3.2%

外部支援

30.0%

14.8%

25.9%

33.3%

他団体との連携
・

外部アドバイザー
25.0%

事業・拠点拡大
10.0%

研修・育成
10.0%

3.7%

11.1%

7.4%

事業の見直し
5.0%

広報・イベント
5.0%

社内コミュニケーション
5.0%

補助事業による補填
5.0%

求人・採用
3.7%

インターンシップ・アルバイト
3.7%

その他
5.0%

他団体との連携
・

外部アドバイザー
24.9%

企業理念の見直し
・

リブランディング
12.2%

25.6%

12.8%

10.3%

15.4%

10.3%
7.7%

10.3%

5.1%

5.1%

広報・イベント
14.6%

求人・採用
9.8%

社内コミュニケーション
9.8%

事業の見直し
7.3%

事業・拠点拡大
4.9%

外部支援
4.9%

管理職の確保・育成
4.9%

社内環境の整備
4.9%

プロボノ・ボランティア
2.4%

研修・育成
10.3%

社会的企業家に「組織内における課題と、その解決方法」
のこれまで（2017年度まで）と、これから（2018年度以降）
についてたずねました。

組織内の課題と解決策の変化

資金不足

ISSUE

ISSUE

19.6%

17.9%

7.1%

・・・組織内における課題

・・・これまで実施した解決策（2017年度以前）

・・・これから実施する解決策（2018年度以降）

・・・回答数が増加した解決策

+5.5%

+0.4%

+0.6%

+9.3%

+2.3%

+6.7%

+5.0%

+0.9%

+23.3%

+3.7%

+3.7%

+2.4%
+6.1%

広報
事業体制
営業戦略
など

※複数回答可


