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1．はじめに1)

現代の組織2)に対する基本的な認識とは、櫻木晃裕(2008.2010)でも指摘しているよう

に、それが｢営利(企業)組織｣あるいは｢非営利組織｣に関わらず、｢オープン・システム｣と
しての組織である。そして、組織が自らの存在を存続・維持・発展させていくためには、

｢外部環境(課業環境)3)｣に適合するために、｢内部環境｣である｢経営資源4)｣を再整列するこ

   * 宮城大学事業構想学部 敎授

  ** 共栄大学国際経営学部 副敎授

 1) 本論文は、村田・櫻木(2012)、村田(2013)、櫻木(2013)に基づいて、それを加筆・修正したものである。

2) 本論文では、｢組織とは複数の成員から構成され、共通の目的を持ち協働するシステムである｣と定

義する。

 3) 外部環境としては、｢課業環境｣以外にも｢一般環境｣がある。課業環境が特定の業界あるいは組織に

のみ影響を及ぼすものであるのに対して、一般環境はどのような組織に対しても同じように影響を
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とが必要である。このような組織では、｢インプット｣された様々な経営資源に対して、そ

の資源相互を機能的に連関する｢プロセシング｣を通じて変換して、その後、外部環境(市場)

において価値のあると認知される｢製品｣、｢サービス｣、｢ブランド｣として｢アウトプット｣
することになるのである。

本論文においては、このような組織において、きわめて重要な役割(機能)を果たす経営

資源として、組織を｢構成｣する主体であり、組織において｢行動｣する主体である｢人間(人

的資源)＝HR(Human Resource)｣を提示する。その理由として、次の2つがあげられる。第1

は、人的資源は組織そのものの主要な構成要素であるとともに、自らの意思に基づいて行

動して成長する有機体としての経営資源として規定されるからである。第2は、人的資源以

外の経営資源は、そのものが存在しているだけでは何の価値も創造しないのに対して、人

的資源は他の経営資源を有機的に結合させる機能的連関の役割を果たして、結果として成

果の達成する存在として規定されるからである。

ところで、Barney(1991)の｢資源ベース論(resource based perspectives)5)｣によると、組織に

おいて何らかの経営資源が持続的な競争優位の源泉となり、組織の存続・維持・発展に寄

与するためには、次の4つの条件を満たす必要性のあることが指摘されている。

① 付加価値を生む資源であること

② 希少な資源であること

③ 模倣が不可能であるか困難であること

④ その資源に代えることができる代替資源が存在しないこと

これらの4つの条件を前提として考察すると、人的資源は組織の持続的な競争優位の源泉

として規定されることは明らかである。そのなかでも、有形な財を生産しない｢非営利組織

(学校法人、医療法人、社会福祉法人など)｣のような組織においては、組織の競争力を決定

する も重要な経営資源として認識されるのである。非営利組織をその研究対象として、

組織論の視点から分析、考察する際には、｢組織行動論(人的資源の現象的側面)6)｣に対する

及ぼすものと規定される。

 4) 経営資源は、｢ヒト、モノ、カネ、情報｣などがその代表的な構成要件であるが、広義の経営資源とし

て、｢顧客、技術力、信用｣なども含めて認識することもある。

 5) 資源ベース論の観点では、組織の競争優位の源泉を、組織の内部で蓄積されている特殊な資源から求

めていることが特徴である。同じ業界に属する組織ごとの競争力の差異は、保有する経営資源の異

質性に依拠しており、それに基づいて組織ごとに経営戦略が策定されることになる。

 6) 組織行動論の主要概念としては、リーダーシップ、モティベーション、コミットメント、職務満足、
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理解と｢人的資源管理(人的資源の管理制度的側面)7)｣に対する理解とを重視する理論的根拠

がここに存在するのである。図1で示すように、組織と人間との関係性について、現象的側

面から検討するのか制度的側面から検討するのかにより、研究分野の分類が異なることに

なる。

組織行動論

組織 人間

人的資源管理論

現象的側面

制度的側面

図1　組織と人間とを結合する組織行動論と人的資源管理論の概念的位置づけ

(出所　櫻木が作成)

本研究の目的は、非営利組織を分析する基本的視座を明らかにすることと、その人材マ

ネジメントの方向性を探索することである。その際には、社会福祉法人を分析の事例とし

て用いるものである。

本論文の構成は、次の通りである。第2節では、社会福祉法人を包括する非営利組織を分

析する基本的認識、構成要件、概念的位置づけについて述べる。第3節では、非営利組織の

なかから日本の社会福祉法人を取り上げて、その成立と変遷、定義について述べる。第4節

では、日本の社会福祉法人の事業範囲について述べる。第5節では、日本の社会福祉法人の

現状と課題について、おもに人材マネジメントの視点から述べる。第6節では、本研究の結

論とこれからの研究の方向性について述べる。本論文では、第1節、第2節、第6節について

は櫻木が、第3節、第4節、第5節については村田が分担している。

コンフリクト、組織ストレス、グループ・ダイナミクス、コミュニケーションなどがある。

 7) 人的資源管理論の主要概念としては、人事計画、募集、採用、配属、異動、評価制度、報酬制度、

キャリア開発、教育・研修、昇進・昇格、退職などがある。
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2．非営利組織研究の基本的視座

　－ソーシャル・イノベーションとしての認識－

　ここでは、｢非営利組織｣の研究にかかわる｢基本的視座｣として、｢ソーシャル・イノ

ベーション(social innovation)｣としての認識からの検討を行う。

谷本(2009)は、ソーシャル・イノベーションを出現させる前段階として、｢革新性＝イノ

ベーション(innovation)｣を基本的な価値として、社会の諸問題を現実に解決するための事業

である｢ソーシャル・ビジネス(social business)｣を創造・創出することを述べ、それに際して

は、次の2点の特徴を指摘している。第1は、｢社会性(社会的課題を解決すること)｣と｢事業

性(ビジネスとして成立させること)｣の両立が必要であるもののこの2つが容易に結びつく

わけではないこと、第2は、そのために何らかの｢革新性｣が不可欠であることである。つま

り、｢ソーシャル・ビジネス｣の成立させる構成概念として、｢社会性｣、｢事業性｣、｢革新性

｣の3つの概念が重要な要件であり、その発展的な統合過程を経ることにより｢ソーシャル・

イノベーション｣が出現すると考えられることである。

ところで、ここで指摘されている事業性とは、櫻木(2001)が指摘しているような、経営

学領域において企業組織を構成する3つの基本的要件を持つ狭義の｢事業性(営利性)｣として

の認識ではなく、民間企業のような営利組織だけではなくNPOあるいはNGOなどを包括す

るような広義の事業性を示しているのであり、この2つの事業性の比較においていくつかの

差異が確認される。表1は、営利組織における3つの基本的要件である。営利組織において

は、｢事業性｣、｢社会性｣、｢組織性｣が も基本的な要件として認識される。

表1　営利組織(企業組織)における3つの基本的要件

① 事業性 社会・利害関係者との関係性(accountability=説明責任)重視

② 社会性 社会に有用な財・サービスの提供－社会的課題への取り組み重視

③ 組織性 2人以上の人間の共通の目的志向－協働・システム重視

(出所　櫻木.2001を一部加筆・修正して作成)

そして、谷本(2002.2006.2009)は、これまでの企業組織とは異なる概念として｢ソーシャ

ル・イノベーション(社会的企業)｣の概念を提示しており、前述の｢社会性｣、｢事業性｣、｢革
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新性｣の3つの基本的な構成要件について述べている。表2は、社会的企業における3つの基

本的要件である。このなかでも も重要な要件は｢革新性(イノベーション)｣であり、イノ

ベーションについては、①プロダクト・イノベーション、②プロセス・イノベーション、

③マネジメント・イノベーションの3つの次元に分類される。

表2　社会的企業における3つの基本的要件

① 社会性 社会的課題に取り組むことを事業活動のミッションとすること

② 事業性

社会的使命(ミッション)をビジネスモデルに落とし込み継続的に事業を進めてい

くこと(事業そのものが社会的活動を扱うので、社会的成果の追求と経済的成果の

追求とは一体であるといえる)

③ 革新性

社会性と事業性とは容易に結びつくわけではなく、何らかのイノベーションが存

在すること(イノベーションとは、新しい価値を創出するだけに留まらずに、新し

いプロセス、方法、マネジメントに基づいて創出することが重視される)

(出所　谷本.2002,2006,2009に基づいて櫻木が作成)

また、谷本(2009)は、非営利組織のソーシャル・イノベーションとしての側面につい

て、行政体による活動、市民活動、ボランタリー活動など他の社会的活動との関係性を概

念的に位置づけしている。

このように社会的企業における革新性(ソーシャル・イノベーション)とは、融合が困難

な社会的課題と事業との連結的機能としてだけではなく、組織間に発生する｢コンフリクト

(conflict)葛藤｣状態を調整して統合する際の、上位概念としての存在として考えられるもの

である。また、これまで社会的課題に取り組んできた活動主体である組織を、(1)｢供給手

段・機能・プロセス重視｣なのか｢意思・主張・表現重視｣なのか、(2)｢需要サイド重視｣な
のか｢供給サイド重視｣なのかという2つの分析次元に基づいて概念的な位置づけをすると、

表3のように示すことができる。
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表3　ソーシャル・イノベーションの概念的位置づけ

需要サイド重視 供給サイド重視

供給手段・機能

・プロセス重視

○行政体による医療・教育・介護の

サービス提供活動

(政府・自治体からの助成・支援事業)

○ソーシャル・イノベーション

○ソーシャル・ビジネス

(財政的に自立している社会的・革新

的事業)

意思・主張

・表現重視

○市民活動・コミュニティ活動・市

民運動

(｢政策提言｣など社会的資本に基づ

く伝統的市民活動)

○ボランタリー活動

(活動自体を通じて善意を表明する伝

統的な慈善活動)

(出所　Frunkin.2002に基づいて櫻木が作成)

ソーシャル・イノベーションとは、｢価値の提供手段｣あるいはその｢提供手段・機能・プ

ロセス｣を重視する点において、従来の｢市民活動・コミュニティ活動・市民運動｣あるいは

｢ボランタリー活動｣とは異なる主体であると規定される。また、価値の｢需要サイド｣では

なく｢提供サイド｣重視を重視する点において、｢行政体による医療・教育・介護のサービス

提供活動｣あるいは｢市民活動・コミュニティ活動・市民運動｣とは異なる主体であると規定

される。　　

そして、ソーシャル・イノベーションが財政的に自立して活動をすることが前提である

点において、ボランタリー活動など他の活動主体とは も異なる主体であるといえる。こ

れらの認識が、これからの非営利組織については、仮定された4事象のなかのソーシャル・

イノベーション(財政的に自立している社会的・革新的事業)の事象に分類されるとする理

論的根拠となるものである。

3．社会福祉法人の全体概況

3.1　日本における社会福祉法人制度の成立と変遷

｢社会福祉法人｣とは、1951(昭和26)年に制定された｢社会福祉事業法(現・社会福祉法)｣に
おいて初めて規定された法人である。そこで、まず、社会福祉法人が設立されるまでの社

会福祉事業の実施体制、これまでの制度改正とその内容についてまとめておく。
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日本における救済制度の歴史を振り返ると、救済方法として、まずは近親者による相互

扶助、近隣社会＝村落共同体による援助、それでも不可能な場合に初めて公的な救済が行

われる、という方法が長く続いていた。そして、明治期に入り急速に近代国家が形成され

ると、明治政府により1874年(明治7)年｢恤救規則｣が公布された。しかし、内容的にも不十

分であったため、既成社会のあり方に疑問を持ち社会改良的な情熱に燃えた慈善事業家8)

が多く現れた。社会福祉事業法制定まで続いたこのような慈善事業の特徴としては、宗教

性、自主性、独立性などがあげられる。

その後、昭和期に入ると第2次世界大戦敗戦とともに戦時体制も終わり、戦後の混乱した

社会情勢の中、米軍の占領下において新たな施策が開始されることとなる。｢占領軍(GHQ)｣
は、1946(昭和21)年2月に｢社会救済に関する覚書9)｣を発表、その中で①無差別平等の原

則、②公私分離の原則、③救済の国家責任、④必要な救済は制限しない、という基本原則

を確認した。

日本政府は、上記4原則のもと、具体的な法制度の制定に着手する。1950(昭和25)年には

｢社会保障制度審議会10)｣が｢社会保障制度に関する勧告｣を発表し、社会保障、国家扶助、

公衆衛生、社会福祉の各分野にまたがる新たな制度体系の提唱を行うとともに、｢民間社会

事業に対しても、その自主性を重んじ、特性を活かすとともに、特別法人制度の確立等に

よりその組織的発展を図り、公共性を高めることによって、国及び地方公共団体が行う事

業と一体となって活動しうるよう、適当な措置を取る必要がある｣と指摘し、検討が進めら

れた。

こうして1951年に、社会福祉の全分野にわたる具体的な施設運営や人事配置に関する規

定を定めた｢社会福祉事業法｣が公布され、法第22条において社会福祉法人制度が創設され

た。しかし、当時、その経営については、一般的に社会事業家が個人的資産を提供して設

立し、責任をもつものと考えられていた。したがって、公の支配と干渉が排除されるかわ

りに、公の財政的援助も原則として受けることが出来なかった。

　そこで、福祉国家の理念の下、立ち遅れていた社会福祉事業を緊急に充実させる必要

があったことから、1954(昭和29)年に同法56条が改正され、社会福祉法人に対する公的助

 8) 岡山孤児院の創設者で｢児童福祉の父｣といわれる石井十次、北海道家庭学校の創始者で感化教育を行っ

た留岡幸助、労働者福祉に先鞭をつけたセツルメント事業の片山潜、日本人初の救世軍士官(牧師)で
廃娼運動の先頭に立った山室軍平などが著名である。

 9) ｢SCAPIN775｣指令。一般には公的扶助の基本原則と呼ばれ、旧生活保護法の原動力でもあるといわれ

る。

10) 当時の社会保障制度審議会会長は、著名なマルクス経済学者でもある法政大学総長の大内兵衛氏であ

る。
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成が、災害に限らず新設の場合も含め、必要に応じて行えることとなった。また、もう1つ

の大きな柱として、基本的な 低限度の生活を保障するための基盤となる措置委託制度の

確立により、社会福祉事業の具体的実施にともなう 低限の経営の安定は確保されること

となった。

　このような公の積極的な助成により、国・地方公共団体とともに、社会福祉法人はわ

が国の社会福祉事業の中核を担う組織として発展してきた。その後、1990(平成2)年｢福祉

関係八法｣の改正が行われ、｢社会福祉事業法｣では、社会福祉法人の運営に関して、地域福

祉の推進を念頭に置いた事業の展開を図っていかなければならないこと、公益事業を行う

ことができること、が明確化された。

さらに、戦後からの日本の社会構造の変化にともない、社会福祉を取り巻く環境の変化

や利用者ニーズの変化など今後の国民の福祉需要に対応するため、社会福祉の基礎構造全

般の抜本的な改革について本格的な検討が始まった。この社会福祉基礎構造改革の基本的

理念は、①個人の自立を基本とし、その選択を尊重した制度の確立、②質の高いサービス

の拡充、③地域での生活を総合的に支援するための地域福祉の充実、などであり、2000(平

成12)年｢社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律｣が公布さ

れ、社会福祉事業法は｢社会福祉法｣へと改称、社会福祉制度は措置委託制度から利用者が

自らサービスを利用する制度(契約制度)へと改められた。そして、社会福祉法人の設立の

認可などについては、新たに｢社会福祉法人の認可について｣が定められ、①社会福祉法人

の資産要件の緩和、②社会福祉法人の役員等執行体制の見直し、これらの必要な改正が行

われた。

また、2007(平成19)年には、社会福祉法人の認可に関して、①社会福祉事業の剰余金等

の充当対象となる｢公益事業｣の範囲の見直し、②収益事業の借入金規制の撤廃、③資産運

用の弾力化、④公益事業の実施にあたっての法人財産の有効活用、⑤定款準則記載方法の

簡素化、監事構成の見直しなど、指導監査に関しては、①監査対象法人の重点化、②指導

監査事項の改正、など社会福祉を取り巻く環境の変化に対応すべく改正が行われたところ

である。

以上のように、社会福祉の発展のために、国・地方公共団体とともに、民間社会福祉事

業の担い手として社会福祉法人が果たしてきた役割は大きいといえる。しかしながら、武

居(2012)が指摘しているように、｢公の支配｣に属する社会福祉法人制度が続いたことか

ら、法人そのものの存在意義が薄れ、｢財政的基盤の脆弱さ｣や｢主体性の欠如｣が顕在化

し、散逸されるような状況が確認されている。
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そこで、このような状況のなかで実施された社会福祉基礎構造改革以降の社会福祉法人

の存在意義を改めて考えた場合、その求められる独自性として、鈴木(2003)は｢民間性｣、
｢ミッション性｣、｢公共性・安定性｣の3つの項目(表4)をあげている。

表4　社会福祉法人に求められる3つの独自性

① 民間性
行政による政策化のいかんを問わず、生活者の立場から援護の必要性があ

れば支援の手を差し伸べ、問題解決にあたる支援活動の自立性

② ミッション性

それぞれの組織が実践理念に基づいて行うべき事業の目的、組織の存在

理由を示すものであり、地域社会の福祉ニーズを発見、事業化していくエ

ネルギー

③ 公共性・安定性

社会福祉制度という枠組みから与えられるものではなく、組織のミッショ

ンを打ち出し、支援者を得て、自己資金などにより自律性を確保した上で

達成される性質

(出所　鈴木.2003に基づいて村田が作成)

これらは、戦前から継続しているボランタリー・セクターとしての社会福祉法人の役割

である。しかし、社会福祉法第1条にその目的として｢福祉サービス利用者の利益の保護及

び地域における社会福祉の推進｣があげられたことからも、社会福祉サービスの提供主体が

①国・地方公共団体、②社会福祉法人、③NPOなどの新しい民間非営利団体、④営利企業

の4者関係の構図へと変化してきている現在において、自らの事業や組織と同時に地域社会

の福祉推進、さらには福祉文化の創造へとつながる特性として再認識すべきといえるので

はないだろうか。

3.2　日本における社会福祉法人の定義

それでは、これまでの日本における社会福祉法人の成立と変遷の過程から、社会福祉法

人はどのように定義づけられるのであろうか。

日本において｢社会福祉法人｣とは、社会福祉法第22条において｢社会福祉事業を行うこと

を目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう｣と定義されている。

｢社会福祉事業｣とは、同法第2条に定められている｢第一種社会福祉事業(後述)｣および｢第二

種社会福祉事業(後述)｣のことであり、それ以外の社会福祉を目的とする事業は含まれない。
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これにより、社会福祉法人以外の者は、その名称中に｢社会福祉法人｣またはこれに紛ら

わしい文字を用いてはならない(同法第23条)、との名称独占規定がある。また、民法上の

公益法人よりも公益性の高い特別法人であるから、自主的にその経営基盤の強化を図ると

ともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなけれ

ばならない(同法第24条)、福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならない(同法第25

条)、と法規定されている。さらに、社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障が

ない限り、公益事業または収益事業を行うことができる(同法第26条)、とされている。

4．日本における社会福祉事業の範囲

第一種社会福祉事業は、公共性の特に高い事業であり、社会的支援が必要な者の人格の

尊重に重大な関係を持つ事業である。対象者を入所させ、｢健康で文化的な 低限度の生

活11)｣を保障する施設を経営する事業を主とし、これに経済保護事業で、不当な搾取が行わ

れやすい事業を加えたものが定められている。(社会福祉法第2条第2項)。そして、経営主

体についても制限が設けられ、国、地方公共団体または社会福祉法人が経営することを原

則としている(同法第60条)。

第二種社会福祉事業は、第一種社会福祉事業と異なり、その事業が行われることが社会

福祉の増進に貢献するものであって、これにともなう弊害のおそれが比較的に少ないもの

である。この種の事業については、その事業の展開を阻害することのないよう、自主性と

創意工夫とを助長することが必要であるため、第一種社会福祉事業と区別し、その経営主

体についても制限を設けることなく、事業経営については届け出をすればよいものとされ

ている(同法第69条)。

社会福祉基礎構造改革による法改正において、これまで第一種社会福祉事業に位置づけ

られていた公益質屋を経営する事業は需要が減少し、福祉的要素が後退しているとの理由

で削除された(公益質屋法も廃止された)。一方、福祉サービス利用援助事業・身体障害者

相談支援事業、知的障害者相談支援事業・障害児相談支援事業・手話通訳事業・知的障害

者デイサービス事業・知的障害者デイサービスセンターを経営する事業・盲導犬訓練施設

を経営する事業・身体障害者生活訓練等事業・介助犬訓練事業・聴導犬訓練事業・子育て

11) 日本国憲法第25条で、｢すべて国民は、健康で文化的な 低限度の生活を営む権利を有する。｣と規定

されている。
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第2条　この法律において｢社会福祉事業｣とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。

2　次に掲げる事業を第一種社会福祉事業とする。

　一　生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料

又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び

生計困難者に対して助葬を行う事業

　二　児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、

知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障

害児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業

　三　老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽

費老人ホームを経営する事業

　三の二　障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設を経営する事業

　四　障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができ

ることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設を経営する事業

　五　障害者自立支援法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができ

ることとされた同項に規定する知的障害者援護施設を経営する事業

　六　売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設を経営する事業

　七　授産施設を経営する事業及び生活困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業

3　次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。

　一　生活困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭

を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業

　二　児童福祉法に規定する児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援

事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり

事業又は小規模住居型児童養育事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又

短期支援事業が第二種社会福祉事業として新たに追加された。これらの事業のうち、相談

支援事業については、障がい児・障がい者が｢障害者総合支援法｣(2013年4月1日施行)にお

ける福祉サービスだけでなく、ボランティアなどのインフォ―マルサービスも含めて利用

し、自分らしい日常生活・社会生活を営んでいくための総合的支援を受けるためには必須

といえる事業であるため一定の評価がなされている。

それに対して、認知症高齢者など自己決定能力の低下した者の福祉サービス利用を支援

するための福祉サービス利用援助事業について、大藪ら(2008)は｢まだ十分成熟した制度と

はいえず、必要と考えられる状況に置かれている人に対して、情報が届いていない、必要性

が十分に伝わっていないということが明らかになった。｣として、成年後見制度への繋げ方や

支え手である専門員・生活支援員の研修制度の必要性などを今後の課題としてあげている。

表5　社会福祉法に規定されている社会福祉事業
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は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業

　三　母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子家庭等日常生活支援事業又は寡

婦日常生活支援事業及び同法に規定する母子福祉施設を経営する事業

　四　老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、

小規模多機能型居宅介護事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業及び同法にいう老人

デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センター

を経営する事業

　四の二　障害者自立支援法に規定する障害福祉サービス業、相談支援事業又は移動支援事業及

び同法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業

　五　身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者生活訓練等事業、手話通訳

事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法に規定する身体障害者福祉セン

ター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及

び身体障害者の更生相談に応ずる事業

　六　知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業

　七　障害者自立支援法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができるこ

ととされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設を経営する事業

　八　生活困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の

施設を利用させる事業

　九　生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業

　十　生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介

護老人保健施設を利用させる事業

　十一　隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他そ

の近隣地域における当該住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものを

いう。)
　十二　福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対し

て、無料又は低額な料金で、福祉サービス(前項各号及び前各号の事業において提供され

るものに限る。以下この号において同じ。)の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、

並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費

用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の

援助を一体的に行う事業をいう。)
十三　前項各号及び前各号の事業に関する連絡又は助成を行う事業

4　この法律における｢社会福祉事業｣には、次に掲げる事業は、含まれないものとする。

　一　 更生保護事業法(平成7年法律第86号)に規定する更生保護事業(以下、｢更生保護事業｣とい

う。)
　二　実施期間が6月(前項第13号に掲げる事業にあっては、3月)を超えない事業

　三　社団又は組合の行う事業であって、社員又は組合員のためにするもの

　四　第2項各号及び前項第1号から第9号までに掲げる事業であって、常時保護を受ける者が、入

所させて保護を行うものにあっては5人、その他のものにあっては20人(政令で定めるもの

にあっては、10人)に満たないもの

　五　前項第13号に掲げる事業のうち、社会福祉事業の助成を行うものであって、助成の金額が

毎年度500万に満たないもの又は助成を受ける社会福祉事業の数が毎年度50に満たないもの

(出所　福祉小六法編集委員会(2012)｢社会福祉小六法2012年版｣より抜粋)
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2011(平成23)年度末現在、社会福祉法人数は19,246法人で、社会福祉施設経営の社会福祉

法人は16,842法人という状況である。これまで社会福祉施設の経営については、地方公共

団体と社会福祉法人がその中心的役割を担う時期が続いていたものが、その後、社会福祉

法人の増加とともにその割合が高まることで、現在は社会福祉法人が中心となる時代とし

て認識されているのである。

5．日本の社会福祉法人の現状と課題　

―人材マネジメントの視点から―

ここでは、社会福祉法人経営研究会編(2007)の｢社会福祉法人経営の現状と課題｣を参考

にして、社会福祉法人を取り巻く現状とその問題、課題について述べる。

前述のように、社会福祉法人は、1951年制定の社会福祉事業法により創設以来、その基

本的性格として、｢非営利性｣、｢純粋性｣、｢公益性・公共性｣などを備えた特別法人とし

て、日本の社会福祉の発展において大きな役割を果たしてきたものの、制度創設以来半世

紀以上が経過して、社会福祉法人を取り巻く環境には大きな変化が確認されている。

特に、1980年代には｢ノーマライゼーション理念｣が拡がり、1990年代以降、社会福祉は

｢施設から在宅へ｣という流れから、社会福祉事業は｢社会福祉サービス｣へと変化して、前

述した社会福祉基礎構造改革により、原則として貧困者を対象とする措置委託制度から、

全ての者がそのニーズに応じてサービスを利用する契約制度へと利用制度の転換が行わ

れ、サービスの普遍化というべき状況が生じた。これらに加えて、民間企業・NPO法人等

の参入、公的財政の悪化、規制緩和の流れなどの変化も発生している。

今後も、ますます高齢化の進展や社会状況の変化、地域における住民関係の希薄化など

が予測され、これからの社会福祉サービスは量的拡大とともに、質的向上、地域密着性が

強く求められる。また、このような環境変化に的確に対応しつつ、認知症高齢者の増加と

ケアのあり方、精神障がい者などの地域生活支援、児童・高齢者虐待の早期発見と対応、

若者を中心にニート・フリーターの就職支援やワーキングプアなどの低所得者対策、災害

時等における災害弱者支援など新たな課題にも具体的に応えていかなくてはいけない状況

であるといえる。

従来の社会福祉法人のサービスを振り返ってみると、地方自治体における｢一法人一施設｣
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の指導とその結果の事業規模の零細化、措置費と手厚い施設整備費補助による安定的運営

の確保、全国一律基準の画一的サービスの提供、そして同族的経営となっていることか

ら、近年の自立支援の理念のもと利用者本位のサービスを提供するためには抜本的な改革

は必須である。さらに、規制改革の流れから社会福祉法人と民間企業との間の｢イコール

フッティグ｣が議論されるなか、新たな時代においてサービス提供競争に勝ち残るために福

祉経営の確立が求められるとともに、社会福祉分野における慢性的人材不足が弱小な社会

福祉法人にとっては存続問題にも発展しかねないほどの厳しい環境にある。

　そこで、大きな経営環境の変化に対応するための基本的な方向性としては、これまで

のような｢施設管理一法人一施設に代わり、法人単位の経営｣へ、さらに｢規制と
助成から自立・自律と責任をともなうモデル｣への転換が必要となる。

　このような｢法人単位の経営｣の実現のための主要ポイントは、次のとおりである。

① 規模の拡大、新たな参入と退出ルール

・複数事業を運営し、多角的な経営を行える＝｢規模の拡大｣を目指す

・新しい福祉・介護基盤の整備に当たっては、新規法人設立を当然の前提とせず、

経営能力・ケアの質の確保の観点から既存法人の活用を考慮

・合併・事業譲渡、協業化の推進

・質の低い法人・経営者は退出を誘導

・(独)福祉医療機構等による経営診断・経営指導の強化

② ガバナンスの確立・経営能力の向上

・資金使途規制の緩和等による法人単位の資金管理により、経営の自由度を拡大

・公益事業の充実・活性化、収益事業の推進

・理事会・法人本部の機能強化

・中間管理職層の育成・確保

③ 長期資金の調達

・施設の老朽建替や新規投資のための長期的・安定的な資金調達が課題

・(独)福祉医療機構融資について、償還期間の延長等融資条件の改善を検討

・民間金融機関の融資の拡大、直接金融の可能性等も検討課題

④ 人材育成と確保

・介護従事者の質の向上

・介護報酬上の評価
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・キャリアパスの形成

・マッチングシステムの強化

・雇用管理の改善

・労働生産性の向上

これらの4点の中でも、特に④人材育成と確保については、社会福祉サービスの本質が

直接的対人援助サービスであることから、人材の質がサービスの質に直結することから大

きな課題であると考えられる。これについては、前述のBarney(1991)の｢資源ベース論｣に基

づく、持続的な競争優位の源泉としての人的資源としての認識を確認するものである。

まず、介護報酬上の評価に関することとしては、2008(平成20)年5月に｢介護従事者等の

人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関する法律｣が公布され、介護保険法3回目の

改定となる2009(平成21)年4月には、介護従事者の人材確保・処遇改善の向上のために3%の

介護報酬引き上げが行われた。また、平成21年度の補正予算では、介護職員の処遇改善に

取り組む事業者に、100%国費で｢介護職員処遇改善交付金｣を交付する措置が取られた。こ

の交付金は、介護サービス事業者からの申請にもとづいて交付するもので、基本的には介

護職員1人当たり月額15,000円となるように設定され、2009年10月から2012年3月まで実施

された。(平成24年度からは介護報酬に組み込まれ、｢介護職員処遇改善加算｣として実施さ

れている。)

この交付金を受給するためには、各事業所における処遇改善交付金の交付見込み額を上

回る賃金改善計画を含む｢介護職員処遇改善計画｣を全ての介護職員に周知したうえで、都

道府県宛に提出する。2010年10月以降は、さらに｢キャリアパス(career path)要件12)｣および｢
定量的要件13)｣を満たすことを示す｢キャリアパス要件等届出書｣を提出する必要もあり、満

たさない場合には交付金減額となる。

平成24年度介護従事者処遇状況等調査(厚生労働省.2013)によると、回答した事業所のう

ち平成24年に介護職員処遇改善加算の届出をしたのは91.7%であり、平成23年と平成24年と

を比較すると、常勤介護職員の平均給与額では5,880円、その他の職種についても5,710

12) ｢キャリアパス要件｣とは、｢ア．介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容などに応じた

任用等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。イ．アに掲げる職位、職

責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めている

こと。ウ．ア及びイの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員

に周知していること。｣などである。

13) ｢定量的要件｣とは、｢処遇改善(賃金改善を除く。)の内容及び当該改善に要した費用の概算額を全ての

介護職員に周知していること。｣である。
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円~8,260円上昇していることから、国として賃金を含む処遇改善に積極的に取り組み続け

ているものと評価できる。

次に、介護従事者の質の向上、キャリアパスの形成に関することとしては、職能団体で

ある｢社団法人社会福祉士会(1993年任意団体として設立、1996年4月に法人設立、設立目的

は、社会福祉士の倫理を確立し、専門的技能を研鑽し、社会福祉士の資質と社会的地位向

上に努めるとともに、社会福祉の援助を必要とする人々の生活と権利の擁護及び社会福祉

の増進に寄与することである)｣による｢認定社会福祉士制度14)｣があげられる。社会福祉士

の資格は、国家試験に合格し、登録を行うことによって付与される。しかし、資格取得は

あくまでもスタートラインであり、社会福祉現場における実践力を証明しているわけでは

ない。

そこで、高度な専門知識と熟練した技術を用いて、個別支援や他職種との連携、地域福

祉の増進を行う能力を有する社会福祉士のキャリアアップを支援する仕組みとして創設さ

れた。具体的には、所属組織などで相談援助実務経験5年以上などのキャリアを積みながら

認定研修を受講することにより、相談援助部門のリーダーシップをとり、複雑なケースへ

の対応や他職種間連携のキーパーソンとなる｢認定社会福祉士｣、さらに上位資格として、

スーパービジョンやコミュニティワーカーの役割が期待される｢認定上級社会福祉士｣とし

て認定される。2013年7月30日現在では、第1回認定社会福祉士申請者数は177名である。

今後は、社会福祉士としてのキャリアの向上、職域の拡大とともに、現在モデル研修が

実施されている｢公益社団法人日本介護福祉士会(1994年設立、2013年公益社団法人、設立

目的は、介護福祉士の職業倫理の向上、介護に関する専門的教育及び研究を通して、その

専門性を高め、介護福祉士の資質の向上と介護に関する知識、技術の普及を図り、国民の

福祉の増進に寄与することである)｣による｢認定介護福祉士制度(仮称)15)｣と併せて、利用者

14) 現在の社会福祉士国家資格は、相談援助の実務経験がなくても受験資格が取得でき、国家試験に合格

して国に登録すればその名称が使用できる。その一方で社会福祉士に求められる役割は社会福祉士制

度施行から現在に至るまでに大きく変化した。利用者への相談援助から他職種との連携・包括的支

援、社会資源の調整・開発やネットワーク形成による地域福祉の増進など、大学卒業等で資格を取得

後すぐに対応することが難しくなってきた。そこで、2007年の｢社会福祉士及び介護福祉士法｣の一

部改正の際、｢専門社会福祉士の仕組みについて、早急な検討を行う｣ことが、参議院・衆議院にお

いて附帯決議され、｢認定制度｣の導入について検討が始まった。2011年10月30日には、｢認定社会福

祉士認証・認定機構｣の設立総会が行われ、｢認定社会福祉士制度認証規則｣および｢認定社会福祉士認

定規則｣が承認された。詳細は、社団法人日本社会福祉士会　http://www.jacsw.or.jp/　を参照されたい。

15) ｢介護福祉士資格取得後のキャリアパスについて十分な仕組みがない｣ことなどを背景として、｢1．生

活を支える専門職としての介護福祉士の資質を高め、利用者のQOLの向上、介護を医療の連携強化

と適切な役割分担の促進、地域包括ケアの推進など、介護サービスの高度化に対する社会的な要請

に応える。2．介護福祉士に対する、他職種、事業者、利用者・家族等からの社会的な評価を高め
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や事業者などからその役割を遂行できる専門職として適切に評価される指標となるであろ

う。このような取り組みが機能することで、厚生労働省(2008)が｢介護福祉士等現況把握調

査｣で指摘している、｢仕事を行う上での不満や悩み｣として給与・諸手当の低さとともに

あげられている社会的評価の低さを改善することにもなると考えられる。

このように、新たな福祉経営の確立は、多様化・複雑化・多文化化する利用者のニーズ

に応え、地域社会に貢献し、社会福祉専門職として働きがいがある職場を実現することに

もつながるため、社会福祉法人の努力とともに、職能団体との協働、行政の関与のあり方

についても見直しが必要となるであろう。

6．おわりに

ここまで、社会福祉法人を含む非営利組織においては、人的資源がきわめて重要な経営

資源であることについて、Barneyの資源ベース論の概念を援用して述べてきた。また、こ

れからの非営利組織を研究する日本的視座として、｢ソーシャル・イノベーション｣として

の認識が重要であることが確認された。そして、本研究の分析対象である社会福祉法人

の、日本における成立過程、変遷、定義、事業範囲について説明がなされた。さらに、日

本の社会福祉法人の現状と課題について、おもに人材マネジメントの視点から考察がなさ

れた。そして、社団法人社会福祉士会の｢認定社会福祉士｣および｢認定上級社会福祉士｣、
公益社団法人日本介護福祉士会の｢認定介護福祉士｣の3つに公的資格の設置背景、資格内容

などが提示された。

ところで、社会福祉法人など非営利組織において、人的資源が競争優位の源泉となるた

めには、その人的資源が組織において高い｢成果(performance)｣を達成することで、当該組

織に貢献することが求められる。組織全体の成果は個人の成果の総体であり、個人の成果

はその｢能力(ability)｣と｢モティベーション(motivation)｣との函数16)として規定される。ま

た、組織成員の能力については、以下の4つのものから構成されると考えられる。

る。3．介護福祉士の資格取得後のキャリアパスを整備する。｣ために検討が始まり、モデル的な研修

が行われているところである。詳細は、公益社団法人日本介護福祉士会　http://www.jaccw.or.jp/　を参

照されたい。

16) この関係性については、モティベーション研究の主要な研究系譜である｢プロセス理論｣のなかの｢期待

理論｣に基づいた概念の援用である。詳しくは、Vroom(1964)、坂下(1985)、櫻木(2004)などを参照さ

れたい。
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① 知識

② テクニカル・スキル

③ コミュニケーション・スキル

④ コンセプチャル・スキル

組織における個人の能力開発においては、上述の4つの能力を向上させることが重要であ

り、その能力開発を担当する部門が｢人事部門｣あるいは｢教育・研修部門｣となる。また、

組織における個人がこのような能力を形成するには、以下の3つの方法によるものである。

① OJT－On the Job Training

② Off－JT－Offthe Job Training

③ 自己啓発

OJTは日常の業務遂行場面における能力開発であり、Off－JTは集合研修など日常業務と

は異なる場面での能力開発である。どちらの方法も、それぞれに有効性と問題点がある。

また、自己啓発は個人が自分自身で学習の機会を持つことで、具体的な方法として研究会

への参加、通信教育の受講などがある。研修制度によらない｢MBA(Master of Business 

Administration)｣取得のための経営学大学院への入学なども、自己啓発の一部と見なすこと

が妥当であると考えられる。

また、成果を規定するもう一つの変数であるモティベーションについては、これまでの

多くの研究成果17)が有効な示唆を与えてくれるものの、①日常の業務遂行の結果あるいは

プロセス、②他者(上司、同僚、部下など)との関係性、③評価制度、報酬制度など人事制

度と制度に対する受容などが、きわめて大きな影響を及ぼすものと考えられる。

17) モティベーションにかかわる研究の理論系譜については、｢内容理論(content theory)｣と｢プロセス理論

(process theory)｣との2つに大別することができる。内容理論は、人間はどのようなものに動機づけら

れるのかを解明する一研究理論系譜である。プロセス理論は、人間はどのようなメカニズムを通じ

て動機づけられるのかを解明する一研究理論系譜である
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図2　社会福祉法人におけるこれからの人材マネジメント体系

(出所　櫻木が作成)

営利であろうと非営利であろうと、組織における能力開発の基本は、有効な人事制度(人

事計画、募集、採用、配属、異動、評価制度、報酬制度、教育・研修制度、昇進・昇格)の

構築とその運用にある。そして、組織成員が具体的な成果をあげるためには、OJT、Off－

JT、自己啓発に基づく能力向上とモティベーション管理の機能化が重要なのである。それ

が組織における有効なCD(Career Development)を構成すると考えられる。社会福祉法人にお

ける組織成員に焦点をあてれば、専門能力を高めるための｢認定社会福祉士｣｢認定上級社会

福祉士｣と｢認定介護福祉士｣については、有効なOff－JTのプログラムとして認識できる。

このように組織内CDと2つに団体による3つの資格が機能連関することで、高い成果の獲得

が期待できるのである。

これからの研究課題としては、本研究において重視してきた論理的整合性の確保を踏襲

しながらも、実証的有効性を確保するための詳細で具体的な事例研究への発展であろう。

社会福祉法人のなかで、継続して高い成果を達成している事業所に対して、定性的・定量

的分析を実施することで、社会福祉法人における人材マネジメント体系のフレーム・ワー

クの精緻化を志向していくものである。
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<要旨>

日本における社会福祉法人の制度と人材マネジメント

本研究の目的は、｢非営利組織｣を分析する基本的視座を明らかにすることと、人材マネジメントの方向性を探索する
ことである。その際には、｢社会福祉法人｣を分析の事例として用いるものである。 初に、資源ベース論の観点から、
｢人的資源｣の重要性が述べられた。次に、非営利組織を｢ソーシャル・イノベーション｣として認識する必要性が提言さ
れた。さらに、日本における社会福祉法人の成立過程、変遷、事業範囲、定義について述べられた。そして、日本にお
ける社会福祉法人の現状と課題について、人材マネジメントの視点から述べられた。 後に、組織内キャリア開発と2
種類の公的資格との機能連関の重要性が明らかにされ、これからの研究の方向性について示された。

System of the Social Welfare Corporation and Human Resource Management in Japan

A purpose of this study is to search for clarifying basic point of view to analyze a Non Profit Organization into and the 
directionality of the Human Resource Management.　I use Social Welfare Corporation as an example of the analyses on this 
occasion.　From the viewpoint of Resource Based Perspectives, the importance of Human Resources was spoken first.　Then, 
the need to recognize a Non Profit Organization as Social Innovation was proposed.　Furthermore, in an establishment process 
of the Social Welfare Corporation in Japan, it was spoken the change, a definition, a business range.　In addition, it was described 
the present conditions and a problem of the Social Welfare Corporation in Japan by the viewpoint of the Human Resource 
Management.　Finally the Career Development in the Organization and importance of the function linkage with two kinds of 
Public Qualifications were clarified, I showed it about the directionality of study in the future




