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● 社会福祉法人制度の変遷 【略図】

２０２2年：現在 社会福祉法人制度改革→社会福祉法改正

２０００年以前 措置委託制度

・施設を運営する時代

２０００年以降 利用契約制度

・法人を経営する時代

・ 行政機関が利用者を措置（行政処分）

・ 手厚い補助金・措置費（初日在籍人員）

・ 厳正な使途制限（年度繰越不可）

・ 全国どこでも画一的なサービス

・ 利用者との契約によるサービス

・ 利用者負担（利用料）を徴収

・ 一定の使途制限は緩和

・ 市場原理の導入（民間企業の参入促進）

２０００年 社会福祉基礎構造改革：介護保険制度の導入

護送船団方式に
よる施設の運営

法人単位による
自律した経営

さらなる批判・要請

社会福祉法人若竹会 菊池常務提供資料
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全国経営協の考え方

社会福祉
法人制度

改革

ガバナンスの欠如

経営管理体制の強化、経営を高度化するための仕組
みの構築（規制改革会議、日本再興戦略、社会保障
制度改革国民会議等）

・公益法人と同等以上の経営管理体制の確立

内部留保に対する指摘

特養で平均３．１億円の内部留保（介護給付費分科
会等）

・公正な支出管理

・財務規律の確立 など

地域ニーズへの対応が不十分

非課税とされているにふさわしい国家や地域への貢
献が必要（社会保障制度改革国民会議、規制改革
会議、税調等）

・社会貢献の義務化

・制度の狭間にあるニーズへの対応 など

財務情報の透明性が不十分

補助金、税制優遇を受けていながら財務諸表が公表
されていない（規制改革会議等）

・計算書類、現況報告書の公表

他の経営主体との公平性

特養への参入規制の見直し、株式会社・ＮＰＯが同
種の事業を展開する場合の財政措置（規制改革会
議、公正取引委員会等）

・社会貢献の義務化による公益性の発揮

経営組織のガバナンス
の強化 財務規律の強化

事業経営の透明性
の向上

地域における公益的な
取組の責務化

公益法人として
の対応

社会福祉法人
ならではの対応

＊法人制度改革の本質は、
社会福祉法人の
「公益性を高める改革」

2016年（平成28年）
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（福祉サービスの基本的理念）

第三条 福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者
が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと
ができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。

（福祉サービスの基本的理念）

第三条 福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者
が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと
ができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。

（地域福祉の推進）

第四条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行
う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員と
して日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与え
られるように、地域福祉の推進に努めなければならない。

（地域福祉の推進）

第四条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行
う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員と
して日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与え
られるように、地域福祉の推進に努めなければならない。

（福祉サービスの提供の原則）

第五条 社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスにつ
いて、利用者の意向を十分に尊重し、かつ、保健医療サービスその他の関連するサービス
との有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総合的に提供することができる
ようにその事業の実施に努めなければならない。

（福祉サービスの提供の原則）

第五条 社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスにつ
いて、利用者の意向を十分に尊重し、かつ、保健医療サービスその他の関連するサービス
との有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総合的に提供することができる
ようにその事業の実施に努めなければならない。

根拠法である社会福祉法の定義
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根拠法である社会福祉法の定義

（定義）

第二十二条 この法律において「社会福祉法人」とは、社会福祉事業を行なうことを目的と
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。

（定義）

第二十二条 この法律において「社会福祉法人」とは、社会福祉事業を行なうことを目的と
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。

（名称）

第二十三条 社会福祉法人以外の者は、その名称中に、「社会福祉法人」又はこれに紛らわ
しい文字を用いてはならない。

（名称）

第二十三条 社会福祉法人以外の者は、その名称中に、「社会福祉法人」又はこれに紛らわ
しい文字を用いてはならない。

（経営の原則）

第二十四条 社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、
かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤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。

２ 社会福祉法人は、社会福祉事業及び第二十六条第一項に規定する公益事業を行なうに当
たっては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金
で、福祉サービスを提供するよう努めなければならない。

（経営の原則）

第二十四条 社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、
かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤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。

２ 社会福祉法人は、社会福祉事業及び第二十六条第一項に規定する公益事業を行なうに当
たっては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金
で、福祉サービスを提供するよう努めなければならない。

2016年（平成28年）



・「地域無くして存続なし！」
生き残りをかけて、住みやすい地域を
作り上げること。

「地域寿命」を延す！

“地域に「ひらく」”

http://koniart03.web.fc2.com/aa30.html



・ 閉じていたものをあける。
・ はじめる。おこす。
・ 滞っているものを除く。
・ 明らかにする。解き明かす。
・ 良い方に向ける。栄えさせる。
・ 心を晴れ晴れとした状態にする。
・ （中身を）ひろげる。

出典：『広辞苑』岩波書店 第5版

「ひらく」とはどうゆうことか？
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https://www.photolibrary.jp/img481/32646_4585161.html



https://www.adeccogroup.jp/power-of-work/016より



引用：https://www.sbbit.jp/article/cont1/35375

一人の人間が多様な知見を持つ
「イントラパーソナル・ダイバーシティ」（個人内多様性）

(入山氏講演資料から引用)
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シュンペーター

出典）https://note.com/arashidaisuki/n/nb4db38191cc6
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イノベーションの源泉

＊知と知の組み合わせから新しい概念や製品が生み出される！

https://kigyolog.com/interview.php?id=129
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https://special.nikkeibp.co.jp/atclh/ONB/21/brainpad1210/vol1/
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花巻市高松福祉農園
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水福連携に関するヒアリング調査：大船渡
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空洞化現象
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『風景は、その地域で暮らす人達の考え方と
行動でつくりだすもの』

《風景の変化に危機感を持ちましょう》
1 農地の風景の変化→ 耕作放棄地の増加

2 自然の風景の変化→ 自然の荒廃

3 建物の風景の変化→ 空き家の増加

4 暮らしの風景の変化→ 高齢化による生活
支援者の増加は深刻である

まちの風景

出典：https://i-willbe.com/
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実習/フィールドワーク

背景：
Ⅰ社会福祉学を学ぶ学生が修得すべき基本的素養の獲得

① 対象の尊厳を重視する

② 課題やニーズの把握、発見

③ 既存の資源の調整・サービスの開発

Ⅱ 教育のユニバーサル化への対応
大学・高校ごとに特色あるカリキュラム改革
→ 農福連携
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農福連携の課題

1. 行政の縦割りの弊害
・行政の複数の部署が関わるため、
窓口の一本化ができていない。

・「横割りにする仕組みづくり」

2. 福祉・農家・行政等との連携
・同じテーブルについて議論する場がない
・農福連携の位置づけの明確化

3. 農福担当者（部署）の熱量の差
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農福連携
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中央のXがH型人材となり、組織AとBをつなげる
組織とは、企業、分野、業界、部門など多岐にわたる

https://kigyolog.com/interview.php?id=129

言語や価値観の翻訳

Xが組織Aと組織Bを仲介し、繋ぎ合わせる




