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本稿では聖交会大学市民社会福祉大学院准教授で韓国社会経済研究会副会長であるキ

ム・シンヤン氏から韓国の社会的企業の展開について受けたレクチャーの概要を紹介する。 

 

１．社会的企業の模索段階 

社会的企業が韓国において位置づけられるようになる契機は、1997 年の IMF 危機であ

った。この通貨危機に端を発する経済危機によって企業による解雇者が急増したが、国の

「社会保障やセイフティネットが非常に弱かったため」に、「労働組合・新聞社（ハンギョ

レ新聞）・MBC、その他の多くの市民団体」によって「失業克服国民運動本部」（以下「運

動本部」）が設立され、国民から基金を募った(1)。これは「民間のセイフティネット」とで

も言うべき役割を果たし、さらに各地域で、YMCA、経済正義実践市民連合（経実連）、

YWCA、労働運動、女性運動、貧民運動を展開する各民間団体などが地域ごとに「失業者

総合支援センター」（以下、「センター」）が立ち上げられ、それを「運動本部」が支援する

という枠組みが作られた。 

「センター」の役割は以下の 4 つにまとめることができる。一つは失業者家庭に対する

現金給付、第二に人々の経済困窮に対する相談業務、第三は就業斡旋、第四に新しいイル

チャリ（雇用、仕事）創出事業である。この新しいイルチャリ創出事業は第 3 セクター型

と名づけられ、その後の社会的企業の創出とつながるものとなる。 

「センター」は当初、「運動本部」の支援を受けて失業者支援とイルチャリ創出事業を行

っていたが、政府の公共勤労事業の委託を受けることになり、安定的な基盤のもとに第 3

セクターイルチャリ事業に取り組むことが可能となった。 

1999 年 9 月に国民生活基礎保障法の制定によって公共勤労が制度化され（施行は 2000

年 7 月）、同法の下で自活支援事業担う自活後見機関（現、自活センター）が保健福祉部

によって指定されることになった。 

 

２．社会的企業の本格化段階（国民生活基礎保障法による制度化） 

同法の施行当初、自活センターの指定を受けたのは 70 カ所にのぼった（現在は約 240

ヶ所）。自活後見機関の担う役割はイルチャリ創出事業であるが、その内実は「脆弱階層（貧

困層、高齢者）を対象に 3 年間にわたって教育を行うと同時に」「愛の家修理や無料看病

事業などに参加させながらインキュベーティングし、3 年後は自活共同体という形の独自

的な創業モデルを作り、最終的には市場に出て独立させるように支援する」こと、つまり、

同事業を体験した脆弱階層にとっては国の保護システムからの離脱装置となる。氏によれ

ばこれは「一見創業支援制度に見えますが、実は「脱貧困政策」、つまり受給者を減らすた

めの政策」である。 

ともかくも、「保健福祉部が担当し、自活後見機関が中心になって自活共同体を作り、最

終的に社会的企業をめざすという流れができはじめた」。自活共同体も一般企業としての展

開を望むものや、代案経済運動の実践を志向するものが現れ、（「いかにも政府がつけた名



前っぽい」）自活共同体ではない名称を探していたときに話題になり始めていた「社会的企

業」の名称を用いることとなったが、実際のモデルは労働者協同組合であるという。 

 

３．新たな段階（労働部の関与） 

 この流れに関与して、そのシステムの転換を図ったのが労働部である。労働部は国民生

活基礎保障法の受給対象を大幅に減らし、予算支出の削減を行った。このことで「新貧困

層、ワーキングプア、独居高齢者等」の「死角地帯」は受給対象から外れることになる。 

 そもそも韓国の人口約五千万人のうち保障対象者は 3%（約 154 万人）に過ぎないとさ

れていたが、実際には通貨危機以降の貧困層は 10%に達しており（UNEP 調査）、保障対

象者以外の約 7%の「死角地帯」の人々への対策が必要になる。そこで、労働部は 2003 年

の半ばから、この「死角地帯」の人々に対して、「社会的イルチャリ事業」を始めることに

なる。しかしながら、労働部は福祉予算の抑制を企図して、従来のような自活センター方

式ではなく民間団体に事業別プロジェクトを委託する形式をとり、この社会的イルチャリ

事業には「労働、失業、福祉、環境運動、人権運動、平和運動、女性運動等々」の多数の

民間団体が参加した。 

 他方で 2003 年には企業が社会貢献事業、社会的責任（CSR）活動への取り組みを本格

化させ、労働部の社会的イルチャリ事業に対して自ら社会的企業を設立し、支援する事業

を始めるようになる(3)。この背景には、通貨危機において多くの大企業が、整理解雇を行

いながら政府の多額の公的資金を受け取り、再生できたにもかかわらず、社会に何らの還

元もしないことへの批判があった。それに対して「社会的企業」設立という形での還元は

企業イメージを高めるという認識があった。 

 また、同時期 2003 年に社会連帯銀行、社会的企業支援センター、失業克服国民財団(2)

等の社会的企業を支援する民間団体も誕生する。 

 労働部は社会的ソルチャリ創出事業の継続を困難と判断し、2005 年に社会的企業法を提

案し、2006 年末与野党が発議し*、同年 12 月に社会的企業法が制定される（2007 年 7 月

1 日より施行）(4)。 

 

４．社会的企業育成法制定以降 

 社会的企業育成法の制定以降に、2 つの大きな変化が生じる。 

一つは認証手続きを中心に行う支援機関として中間支援組織が登場したということであ

る。社会的企業の認証はその条件が満たされていれば国によって認証される(5)が、それは

取りも直さず国が認証する組織だけが社会的企業として認められるのであり、それ以外は

その名称を使用してはならないということであるが、認証手続きについては政府がそのす

べてに対応するために人員・予算を配置することは予算上不可能であり、その代行をする

民間団体としての中間支援組織が誕生する(6)。なお、この場合の民間団体は「長い間地元

で関連事業を行ってきた非営利団体もあれば、市場で営利コンサルティング事業をしてき

た組織も多数ある」が、その物的基盤が脆弱で政府からの助成で支援事業を行うしかなか

ったという。つまり「支援組織も当事者組織も制度に依存するしかない状況」なってしま

った。 

 二つめの変化は、社会的企業支援が中央政府の主導で進められていたのが、徐々に地域



主導へとシフトし始めたということである。これは 2010 年 6 月の韓国統一地方選挙にお

ける地方自治体首長選挙において野党候補の多くが「選挙の主要アジェンダ」として社会

的企業関連政策を掲げたことによって展開されていく。たとえば「富川（プチョン）市は

富川型社会的企業、参加予算制度、エコ給食を主な３大公約」とするなど、野党の多くの

自治体の首長候補らが社会的企業育成、支援センター設立などを公約し、公約を打ち出し

た候補は全員当選」するなど、地域社会の重要なイシューとなっていく。ただし、この時

点では「目玉公約はなく、ほとんどが条例制定、センターづくり」といった内容であった。 

 しかし、地域問題として社会的企業が取り上げられることになったのは非常に意義があ

り、「より具体的な課題が議論しやくなった」と氏は指摘する。そして、フランスにおいて

2003 年頃自治体で環境運動を行っていた緑の党メンバーなどが議員に当選し、対案経済・

連帯経済・社会的経済が政策として取り組まれて大きな社会的な流れが形成された例を挙

げて、これらの経済は常に地域から始まり、中央政策に影響する経路をたどるのであり、

韓国での現状に期待を寄せる。 

 なお、現在、広域自治体のレベルで社会的企業を推進している代表的な広域自治体はソ

ウル市や天安市のある忠清南道をあげることができる。 

 このような社会的企業の議論の場（「地域の行政責任者、政治家、関係者が向かい合って、

地域問題について議論できる場」）が地域へとシフトするという 2010 年の新たな展開(7)、

さらなる社会的企業やマウル企業の活性化のなかで、協同組合基本法が 2012 年に制定さ

れ、2013 年には民間の代案経済組織として社会的企業育成法推進派と社会的経済推進派(8)

の連帯組織として韓国協同社会経済連帯会議が結成される。 

 本年末にセヌリ党、民主党とも本年末に社会的経済基本法を制定するという計画を発表

しており、6 月 4 日に行われる地方自治選挙では社会的企業、マウル企業、協同組合に関

連した政策が掲げられることが予想され、社会的経済の進展にとってこの選挙は非常に重

要であると氏は強調し、講演を終えた。 

 

（なお、質疑応答に関しては講演記録を参照のこと） 

 

（注） 

(1)「1年に及ぶ募金活動を通じて1,140億ウォン余りに達する基金を実現した。基金は430万人の失職者及

びその家庭の生活安定のために用いられただけではなく、多様な階層のためのオルタナティブな就労創

出・支援にも活用された。」（桔川純子「韓国市民運動の新しい展開-『社会的企業育成法』成立の背景」

『大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター年報』(8)2010-2011、6頁 

http://www.keiho-u.ac.jp/research/asia-pacific/publication_2011.html） 

(2)失業克服国民財団は 1998 年設立の失業克服国民運動委員会が 2003 年に共益財団法人「失業克服国民

財団共に働く社会」として再発足したもの。 

（共に働く財団 http://www.hamkke.org/jpn/japanese.html） 

(3)社会的企業育成法第 2 条４で連携企業とは「特定の社会的企業に対し財政支援、経営諮問など多様な

支援を行う企業であって、その社会的企業と人的、物的、法的に独立して存在する者をいう」としており、

この連携企業には三星電子、三星生命、教保生命、SK、LG などの大企業が含まれている（岡安喜三郎「社

会 的 企 業 法 を め ぐ っ て - 韓 国 」（ 2007 年 1 月 25 日 第 18 回 社 会 的 企 業 研 究 会 ）

http://www.keiho-u.ac.jp/research/asia-pacific/publication_2011.html
http://www.hamkke.org/jpn/japanese.html


http://jicr.roukyou.gr.jp/kenkyukai/070125/070125koreaSEL.pdf） 

(4)「社会的企業についての法人制度及び支援のあり方に関する海外現地調査報告書」（内閣府 政策統括官

（経済社会システム担当） 委託調査、2011年3月）には「2005 年３月、労働部、保健福祉家族部、企画

財政部等の政府機関、社会的企業に関する研究者、社会的雇用創出に関する現場の専門家で構成された、

社会的雇用創出タスクフォースが誕生した。同タスクフォースは、政府立法として社会的企業育成法案の

検討を進めていった。2006 年３月に、当時、与党であったヨルリンウリ党のウ・ウォンシク議員の代表発

議にこの内容が継承され、「社会的企業支援法案」が議員立法として発議されることになった」とし、こ

の動きとは別に、2005 年８月にはハンナラ党ジン・ヨン議員が保健福祉家族部の自活共同体の現場事例を

多数参考にして、「社会的企業の設立および育成に関する法律案」をとりまとめようとした。しかしこの

ほう立案は、議会に法案上程されるには至らなく、ハンナラ党案にあった社会的企業に関する登録制度、

基金設置等が、上述したヨルリンウリ党案に含まれることはなかった。」（同報告書、74頁）とされてい

る。これに対して白井京は「 この社会的企業育成法は、そもそも保守派のハンナラ党所属の議員が準備

し、国会に提案したものである。その後、2006年に、政府と革新派の開かれたウリ党が協議した上で、労

働部（日本の厚生労働省に該当する）による政府案がウリ党の議員提案として提案され、これら２つの 

法案を国会環境労働委員会が検討して代案として一つにまとめ、本会議において可決されるに至ったので

ある。すなわち、社会的企業を育成するという方針については、与野党双方が賛成していたことになる。」

（「韓国おける格差問題への対応-非正規保護法と社会的企業育成法-」『外国の立法』236、2008年、128

頁 http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/legis/236/023619.pdf）としており、キム・シンヤン氏

の指摘を裏づけている。 

(5)社会的企業としての認証を受ける要件は、同法の第 8 条（以下）で定められている。 

・社会的企業育成法第８条における認証要件 

1.「民法」上の法人、組合、「商法」上の会社又は非営利民間団体など、大統領令が定める組織 

形態を満たしていること 

2. 有給職員を雇用し、財貨・サービスの生産販売など営業活動を遂行すること 

3. 脆弱者層に社会サービス又は雇用を提供し、地域社会に貢献することにより、地域住民の生活の質を高

めるなど、社会的目的の実現を組織の主たる目的とすること 

※この場合の具体的な認証基準は大統領令で定める 

4. サービス利用者、被雇用者など利害関係者が参加する意思決定構造を整備すること 

5. 営業活動を通じて得る収入が大統領令が定める基準以上であること 

※同基準とは、認証を申請した日が属する月の直前の６か月間において社会的企業の営業活動を通じた総

収入が同時期の支出における総労務費（サービスや生産に投入された人件費）の30％以上となっているこ

と 

6. 社会的企業育成法第９条による定款や規約などを整備すること 

7. （「商法」上の会社の場合に限り）分配可能な利潤が発生した場合は、会計年度ごとに利潤の２／３以

上を社会的目的のために使うこと 

（前掲「社会的企業についての法人制度及び支援のあり方に関する海外現地調査報告書」75 頁） 

なお、さらに「脆弱層」に」関しては 2010 年 12 月の社会的企業育成法施行令により以下の定義がなさ

れている（同報告書、76頁）。 

・脆弱者層の定義 

1. 世帯月平均所得が全国世帯平均所得の100 分の60 以下の者 



2. 「雇用上年齢差別禁止及び高齢者雇用促進に関する法律」第２条第１号による高齢者 

3. 「障がい者雇用促進及び職業再活法」第２条第１号による障がい者 

4. 「性売買斡旋など行為の処罰に関する法律」第２条第１項第４号による性売買被害者 

5. 「青年雇用促進特別法」第２条第１号による青年の内、又は「経歴断絶女性などの経済活 

動促進法」第２条第１号による経歴断絶女性などの内、「雇用保険法施行令」第26 条第 

１項及び別表１による新規雇用促進奨励金支給の対象になる者 

6. 「脱北住民の保護及び定着支援に関する法律」第２条第１号による脱北住民 

7. 「家庭暴力防止及び被害者保護などに関する法律」第２条第３号による被害者 

8. 「シングルマザー支援法」第５条及び第５条の２による保護対象者 

9. 「在韓外国人処遇基本法」第２条第３号による結婚移民者 

10. 「保護観察などに関する法律」第３条第３項による更生保護対象者／等 

 

(6)前掲の報告書によれば、社会的企業の認証プロセスのうちで「形式要件審査及び現場審査の段階」に

民間支援機関がその役割を果たしているが、これは 2011 年２月の社会的企業振興院の設立以降のプロセ

スであり、それ以前は確認できなかった。なお、社会的企業振興院に関しては注(7)を参照のこと。 

(7)これは制度的には2010 年６月の社会的企業育成法改正（2010 年12 月施行）を指している。同法改正

により、2011 年２月にソウル市に社会的企業振興院が設立された。「社会的企業振興院には、官民から60 

名程度が登用され」、その役割としては「１つは、現場の社会的企業と行政との連絡調整を果たすこと」

であり、「もう１つは、民営の中間支援組織を側面から支援することである」という（前掲報告書、77頁）。

また、同法改正（第5条の2）によって地方自治体における社会的企業への支援計画策定が義務化される（同、

79頁）。 

(8)キム・シンヤン氏によると社会的経済推進派の連帯組織である韓国社会的経済連帯会議の結成は 2008

年であるという。 


