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論文

成年後見制度における権利擁護概念の検討

－成年後見制度利用促進法を踏まえて－

小川幸裕（弘前学院大学）

要旨

成年後見制度は、権利擁護の視点から身上保護の側面を重視した制度運用が求められ、ソーシ

ャルワーク専門職である社会福祉士には成年後見制度を権利擁護の仕組みとして機能させる役割

が期待される。しかし、制度施行後、約 20 年経過した現在も成年後見制度における権利擁護概念

は十分に整理されていない。そこで、本稿では社会福祉および司法領域における権利擁護概念に

関する先行研究から権利擁護の定義を整理し、成年後見制度における権利擁護の暫定的定義を

試みた。系統的文献レビューの手法を用いて先行研究を選定しレビューの対象文献として 40 件を

抽出した。定義の分析を行った結果、成年後見制度における権利擁護の暫定的定義を「判断能力

が不十分であるために権利の侵害やその恐れのある人に対して、法定後見人はその人が本来なら

ば得られる権利の実現にむけて本人のエンパワメントによってニーズの充足を図ること」とした。このよ

うな成年後見制度の理念と実態が乖離した状況は、社会福祉専門職が成年後見制度においてソ

ーシャルワークの視点にもとづく権利擁護を可視化してこなかったことが要因と考えられる。今後、社

会福祉専門職が成年後見制度を権利擁護の制度として機能させる役割を果たす上で、ソーシャル

ワークの視点にもとづく権利擁護の実践プロセスの可視化が重要となる。 

キーワード：権利擁護  社会福祉士  成年後見制度利用促進法  

１．はじめに

高齢化の進展による認知症高齢者の急増をはじめ、知的障害者や精神障害者の地域移行の推

進、そして措置から契約への移行において、成年後見制度は判断能力の不十分な高齢者や障害

者の意思決定を支援し経済活動や生活における権利と財産管理を支援する制度として 2000 年に

施行された。

成年後見制度の創設以前は禁治産者・準禁治産者制度が運用されていたが、この制度は基本

的に財産を保護する制度として運用され、「禁治産・準禁治産者制度は、高齢者・障害者の個人と

しての近代社会における『自立』を助ける制度とは到底いえなかった」（大曽根  2000：140）ことから、

制度の見直しが求められていた。禁治産者・準禁治産者制度は財産保全が重視され、本人の意思

尊重の視点が欠けていたことを踏まえ、1999 年の民法改正で、「本人の意思の尊重」「ノーマライゼ

ーション」「残存能力の活用」の現代的な理念と本人保護の理念との調和を図り、判断能力の不十

分な人の生活と権利を擁護する制度として成年後見制度が創設された。

日本社会福祉士会は、「援助を必要とする人の生活と権利を擁護するという社会福祉士および
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本会に与えられたミッションを具体化し、身上監護を担う社会福祉士の成年後見活動の体制を整備

することによって社会的後見の一翼を担う」（日本社会福祉士会  2013：47）と、権利擁護を社会福

祉士の使命と位置づけ、新設された民法 858 条に着目し身上監護を中心とした成年後見活動を積

極的に推し進めてきた。しかし、成年後見制度の立法担当者による民法 858 条の解釈では身上監

護に固有の権限と義務が認められておらず、未だ身上監護の法的根拠は明らかにされていない。結

果、現状の成年後見制度は身上監護よりも財産管理の側面が重視された制度運用となっており、

本人の意思尊重や権利擁護の視点が制度に十分に反映されておらず利用の低迷がみられる。 

このような中、2016 年 4 月に成年後見制度の利用促進に向け「成年後見制度の利用の促進に

関する法律（以下、利用促進法）」が成立し、利用促進法にもとづいた権利擁護ネットワークの整備

に向けて 2017 年 3 月に「成年後見制度利用促進基本計画」（以下、利用促進計画）が示された。

利用促進計画では、新たに身上保護やソーシャルワークの用語が用いられ、「財産管理偏重からの

パラダイム転換」（新井  2017：60）が強調され、身上保護を重視した制度運用に向けて権利擁護

支援の地域連携ネットワークの整備がすすめられている。 

利用促進法第 3 条では基本理念として「成年後見制度の利用の促進は、成年被後見人等が、

成年被後見人等でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その

尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われ

るとともに、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと及び成年被後見人等の財産の管

理のみならず身上の保護が適切に行われるべきこと等の成年後見制度の理念を踏まえて行われる

ものとする」と、旧来の財産管理に重点をおいた制度運用から成年被後見人の尊厳が保持された生

活保障にむけ意思決定支援を踏まえた身上保護を行うことが示された。 

これまで、成年後見人の職務は民法第 858 条の「成年後見人は、成年被後見人の生活、療養

看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、そ

の心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない」の規定にもとづいて財産管理と身上監

護が位置けられている。財産管理は、民法第 859 条において規定されているが、身上監護は民法

第 858 条における「生活、療養看護」を身上監護とし、財産管理のような条文はなく職務範囲も明

確に提示されていない。また、市町村が利用促進計画にもとづいて体制整備を進める際の手引きと

して 2018 年に作成された「地域における成年後見制度利用促進に向けた体制整備のための手引

き」においては「権利擁護支援」１）について用語が定義されたが、権利擁護そのものについての定義

は記載されていない。 

利用促進法で示されたとおり、これからの成年後見制度は権利擁護の制度として身上保護に重

点をおいた制度運用が求められ、ソーシャルワーク専門職である社会福祉士には成年後見制度を

権利擁護の仕組みとして機能させる役割が期待される。しかし、日本における社会福祉関係者の議

論においては、明確な理論的根拠が示されないままに「成年後見制度は本人の権利擁護の制度と

みなす風潮」（飯村  2015：92）がみられ、制度創設から約 20 年経過した現在も成年後見制度にお

ける権利擁護の概念は十分に整理されていない。社会福祉領域においても権利擁護に関する書籍

や論文が多数刊行されているが、権利擁護概念には多様な解釈が存在しており、対象や場面に応
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じて多義的に使用されるなど、「権利擁護の意味や内容が研究、教育、実践のなかで明確化されて

ない」（高山  2009：103）。 

そこで、本稿では社会福祉および司法領域における権利擁護概念に関する先行研究から権利

擁護の定義を整理し、成年後見制度における権利擁護の暫定的定義を試みることを目的とする。 

 

２．研究の方法 

本研究は、文献研究を用いる。近年、焦点化された検索戦略に基づき、文献を網羅的に収集し、

体系的統合を図る事が出来る手法として、系統的文献レビューの有益性が主張されている（木原  

2009、大木  2013）。多くの研究者によって論じられる権利擁護の定義を概観するためには、一定

の手順に基づき文献を収集する系統的文献レビューの手法を用いることが妥当であると考えた。 

（１）文献検索と論文および図書の選定方法  

文献検索では、電子データベース検索を基軸として、雪だるま方式（Snowballing method）によ

る引用・参考文献欄（References）からの該当書の検索と、頻出著者名を使用した著者検索の 3

つを用いた。電子データベース検索では、CiNii （NII 学術情報ナビゲータ）が提供する文献デー

タベース「CiNii Articles」と「CiNii Books」及び「J-STAGE（科学技術振興機構による電子ジャー

ナルサイト）」を併用し、複数の電子データベースを活用する事により抽出漏れを可能な限り減らせる

よう努めた。論文と図書の検索式は、「（権利擁護  OR アドボカシー） AND （社会福祉  OR ソ

ーシャルワーク）」として、期間は限定せず、検索を行った日（2018 年 12 月末日）までに登録される

全ての研究を対象とした。データベース検索から抽出した文献は、1 次スクリーニングで表題と抄録

の情報から、2 次スクリーニングとして本文の情報から、選定基準に 1 つでも該当しない論文は除外

していき、最終的な分析対象文献を選定した。 

 

（２）選定基準 

選択基準は 4 つの包含基準（①検索式のキーワードを論題に含む、②権利擁護及びアドボカシ

ーの定義が記載されている、③原著論文、学術論文、著書等の一次文献、④以下の除外基準に該

当しない）と、4 つの除外基準（①二次・三次文献、②会議録・総説・解説・特集、③国外の研究報

告、④重複文献、⑤社会福祉・司法領域以外の医学や保健、介護、看護、心理、工学、建築、栄

養などの領域に関する論文および書籍）により設定した。 

 

（３）補完検索 

系統的文献レビューにおいては補完検索の重要性が指摘される為（木原 2009；大木 2013）、上

記のスクリーニング結果を元に、雪だるま方式に基づき引用・参考文献欄を多重に辿り文献を収集

する手法と、著者として 2 回以上名前が見られた頻出論者名を再度電子データベースにて検索し

該当文献を探す著者検索の 2 つの手法により、先行文献の補完検索を実施した。補完検索により

抽出された論文は、上記と同様の選択基準により採択の可否の検討を行った。 
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（４）分析方法 

分析対象として選定した論文および図書から権利擁護の定義に関する記述を抽出した。抽出し

た権利擁護概念の記述を、大野（2016）と日田（2017）を参考に、①「誰の」、②「何の権利を」、③

「誰が」、④「どのような目的を」、⑤「どのような方法で」の 5 つの構成要素で整理を行い、マトリクスを

作成し成年後見制度における権利擁護概念の暫定的定義を行った。 

 

（５）倫理的配慮 

本稿執筆にあたっては日本社会福祉学会研究倫理指針の定めを順守している。 

 

３．結 果 

（１）検索結果と選定結果 

論文の電子データベース検索では、CiNii Articles より 617 件、CiNii Books より 143 件、J-

STAGE より 22 件が抽出された。総計 782 件に対して選択基準を用いてスクリーニングを行った結

果、包含基準に該当した文献は 28 件であった。データベース検索で抽出した 28 件に対し、引用・

参考文献欄から雪だるま方式を用いた該当書検索と頻出著者名を使用した著者検索を行い 12 件

抽出した。最終的にレビュー対象文献として採尺したのは 40 件であった（図 1）。 

 

図 1 文献検索・選定のプロセス 出所：筆者作成  

 

 

検索式：（権利擁護　OR　アドボカシー）AND（社会福祉　OR　ソーシャルワーク）

CiNii Articles ：617件

CiNii Books：143件 総合抽出数：782件

J-STAGE ：22件 

選定基準　

・検索式のキーワードを論題に含む

・権利擁護またはアドボカシーの定義が記載されている

・原著論文、学術論文、著書等の一次文献

・以下の除外条件に該当しない

除外条件

・二次、三次文献

・会議録・総説・解説・特集

・国外の研究報告

・重複文献

・社会福祉・司法領域以外の論文および書籍

該当文献数：28件

C-１　雪だるま方式に基づき引用・参考文献欄を多重に辿り文献を収集

C-2　著者として2回以上名前が見られた頻出論者名を再度電子データベースにて検索

補完検索による抽出文献数：12件

B28件とC12件を合計した、40件をレビュー対象とする。

A　電子データベース検索（2018年12月31日実施）

B　スクリーニング

C　補完検索

D　対象文献の特定
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（２）定義の整理 

社会福祉と司法領域における先行研究から権利擁護の定義を 40 抽出し、縦軸を年代、横軸を

構成要素として整理した。「誰の」は、「判断能力が不十分な人」から「判断能力を有する人」まで広

範囲にわたっていた。「何の権利を」は、自己決定権や生存権が中心で、権利に関する記述がない

定義は約半数の 20 であった。「誰が」では、権利を擁護する主体に関する記述が定義は 31 と全体

の約 8 割にのぼり、記述は本人から専門職まで多様であった。「目的」および「手段」は、権利回復

（救済）から権利行使の擁護、ニーズ充足、自己実現まで多岐にわたっていた。予防的介入に関す

る記述がある定義は 28 で全体の約 7 割を占めていた。また、エンパワメントなどソーシャルワークのア

プローチから仕組みづくりまで含まれていた。 

次に、対象を「判断能力が不十分な人」に限定している定義を狭義、限定していない定義を広義

とし、内容を分節ごとに分類した（表 1）。「誰が」は記述が少数のため、大野（2016）や日田（2017）

を参考に文脈から整理をした。対象を「判断能力が不十分な人」に限定しても、権利、主体、目的に

違いはみられなかったが、目的を実現する方法として、財産管理や虐待防止など場面の具体的記

述がみられた。 

 

表 1 権利擁護の定義  

 

出所：筆者作成  

 

 

 

①誰の ②何の権利を ③誰が ④どのような目的で ⑤どのような方法で

広義

・人々
・障害の有無や老若男女の全ての人間
・本人
・利用者
・社会福祉サービス利用者
・従属的な立場に置かれている人
・権利主張ができない人
・自己の権利や援助のニーズを表明する
ことが困難になってきた人
・自己の権利や援助のニーズを表明する
ことの困難な障害者等
・差別や中傷等をうけている人
・機会の剥奪や不当な扱いをうけている
人
・権利行使に支障がある人
・立場性の違いから自己決定権を阻害さ
れている人
・侵害されている、諦めさせられている
本人（仲間）
・経済的被害、虐待をうけている人

・法的諸権利
・生存権
・自己決定権
・財産権
・その人らしい生活を
営む権利
・契約上の権利
・福祉サービスをうけ
る権利
・社会保障およびそれ
に付随する権利

・個人
・組織
・本人
・家族
・仲間
・市民
・専門家等

　
・権利侵害からの脱却
・権利の主張、回復、維
持、強化
・権利行使を擁護
・権利主張の支援、代
弁、弁護
・権利行使の機会保障
・情報提供、契約書作成
・苦情対応の代弁、弁護
・意思を尊重
・生き方の尊重
・主体性の尊重
・エンパワメント

狭義
・十分な判断能力を有していない人
・判断能力が不十分な人々

・法的諸権利
・生存権
・その人らしい生活を
営む権利
・自己決定権
・財産権
・福祉サービスを利用
する権利

・本人
・家族
・親族
・市民
・専門家等

・本来ならば得られる権利の実現
・権利の行使を擁護
・自己決定権を保障
・ニーズの実現を支援

・虐待防止
・権利行使の保障、援助
・財産管理
・生活費管理
・意思尊重
・代弁、弁護
・福祉サービス利用援助
・エンパワメント支援
・ニーズの充足
・仕組みづくり

・権利侵害からの保護救済
・権利侵害からの保護
・権利侵害からの救済、形成、獲得
・権利行使を擁護
・権利の実現
・権利が保障されるよう支援
・権利主張や権利行使を支援
・代理としてその権利やニーズ獲得
を行う
・自己決定の実現を法令上保障
・選択の保障（自由）
・意思決定を支援
・機会の均等
・基本的ニーズの充足
・過不足なく本人を支援
・本人の福祉に適うよう支援
・自己実現に向けたエンパワメント
・本人の自己実現に向けた取り組み
を保障
・その人らしい生活を営んでいくた
めの支援
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４．考 察 

本稿では、社会福祉領域における権利擁護に関する先行研究から権利擁護の定義を構成要素

から整理した。定義の特徴としてあげられるのは、権利を擁護する主体が明確に規定されていないこ

とである。権利擁護の対象をはじめ、擁護する権利、権利を擁護する主体、権利を擁護する目的の

すべての構成要素が広範にわたり、権利擁護の概念が多義的となっていることである。特に権利を

擁護する主体に関する記述がない定義は全体の約 8 割を占めていた。 

また、判断能力に課題がある人に限定した狭義の定義においても、権利の内容、主体、目的が

限定されていない定義が多かった。これは、権利擁護概念を多様な事例に対応する際の中核概念

として用いることを想定していると考えられる。寺田（2016：33）は、「権利擁護概念をあえて限定せ

ずに汎用性の高い概念として位置づけることによって、権利擁護の理念を実践に反映させやすくす

るという効果を発揮している可能性がある」と述べている。しかし、権利を擁護する主体が規定されず、

対象や目的が多岐に渡る権利擁護の概念は、後見活動において法定後見人等が権利擁護を独

自に解釈することが可能な状況にある。 

権利擁護の対象はすべての人であるが、幅広い対象は権利、擁護する主体、目的、方法を拡大

させる。成年後見人等の好みや使いやすさなどによって自由に権利擁護概念が選択できる状況は、

後見人等活動の職務範囲を混乱させるため、暫定的な定義化は必要と考えられる。  

（１）権利擁護の暫定的定義  

成年後見制度における権利擁護概念は、主に成年後見人等が想定されるため、暫定的定義は、

成年後見人等を担う親族、市民、専門職を権利擁護の主体として位置づけ、成年後見制度の理念

および法根拠にもとづいて検討した。 

①「誰の」 

今回は、法定後見人活動等で使用する定義であるため、権利擁護の対象は法定被後見人の範

囲である「判断能力が十分でない」「著しく不十分」「欠く常況」にある人となる。このような判断能力

が不十分な人は、虐待や消費者被害などの権利侵害をうける可能性が高いだけでなく、本人の病

気や障害から自らの権利に関する認識が弱い場合や本人を取り巻く排除的な環境から自らの権利

を諦めさせられていることがある。そのため、判断能力が不十分であるために実際に権利が侵害され

ていることに加え、今後の生活において権利侵害の恐れがある人も含める必要があると考える。そこ

で、対象についての表記は「判断能力が不十分なため権利の侵害や、その恐れのある人」とした。 

②「何の権利を」 

成年後見制度の理念、成年後見利用促進法および成年後見利用促進計画における財産保護

（活用）に対応する権利として「生存権」、「自己決定権」、「財産権」を含めた。まず、生存権につい

ては、小賀野（2012：198）が「成年後見制度のもとでは、人間の尊厳を目的とする支援の営みが行

われる。これは憲法の基本的人権の尊重（憲法 25 条の生存権、憲法 13 条の個人の尊重・生命

権・幸福追求権等）の考え方に基づく」と述べているように、成年後見制度の運用にあたっては、憲

法 25 条の生存権および憲法 13 条の個人の尊重、生命・自由、幸福追求の権利が擁護する基本

的な権利として想定される。 
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財産権については、成年後見制度では民法 858 条を遂行するための権限として民法 859 条が

規定されている。民法第 859 条「後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法

律行為について被後見人を代表する」と財産の管理及び代表について規定されていることから、憲

法 29 条の財産権は成年後見制度においては重要な権利として位置づけられている。生存権と財

産権は虐待や消費者被害によって侵害される可能性がある権利であるが、自己決定権については、

本人の意思表出が困難な状況に置かれることで、本来ならば得られるはずの権利が得られない状態

が想定される。この「本来ならば得られる権利」には当然ながら生存権や財産権も含まれることから、

「権利」についての表記は、「本来ならば得られるべき権利」とした。 

③「誰が」 

権利を擁護する主体は、構成要素の中で最も記述が欠けており、主体に関する記述がなかった

定義は全体の約 8 割にものぼる。擁護する主体がどのような能力や権限を備えて権利を擁護するの

かは、実際の権利を擁護する場面において重要となる。また、能力や権限が備わっていない場合に

は効果的な権利回復や権利行使の擁護は困難となり、高い介入能力や強い権限を有する場合に

はパターナリズムや権利侵害の危険性が増すため、権利を擁護する主体は明確に規定することが

重要と考えられる。成年後見制度においては、家庭裁判所によって選任された親族、市民、専門職、

法人などの法定後見人となるため、定義での主体に関する表記は「法定後見人が」とした。 

④「どのような目的を」「どのような手段で」 

権利を擁護する「目的」は、虐待などの権利侵害に対応する権利回復（救済）だけでなく、権利の

行使を含める必要がある。法定後見活動における権利の行使は、民法 858 条および民法 859 条

（財産に関する包括的な代理権）を根拠とした財産管理や医療・福祉サービス利用に関する法律行

為（身上監護）が基本となる。そして、この権利行使の擁護は、財産管理や福祉サービスに関する契

約に限定されず、財産をどのように活用するか、または契約成立過程や契約成立後の生活の支援

を含めることで、排除を受けやすい状況にある被後見人の権利を擁護することが可能となると考える。 

この権利の回復や権利行使の擁護は、そのプロセスにおいて本人自らが侵害されている権利や奪

われている権利に気づき、それらの権利に関する問題について自ら解決する力や解決に必要な支

援を活用する力を高めるといった本人へのエンパワメントが不可欠となる。そこで、暫定的定義の表

記は、「権利の実現にむけて本人のエンパワメントによってニーズの充足を図ること」とした。 

以上から、成年後見制度における権利擁護の暫定的定義を「判断能力が不十分であるために権

利の侵害やその恐れのある人に対して、法定後見人はその人が本来ならば得られる権利の実現に

むけて本人のエンパワメントによってニーズの充足を図ること」とした。 

 

（２）権利擁護の暫定的定義とアドボカシーの関係  

わが国において社会福祉実践において「権利擁護」の用語は 1970 年代から使用されはじめてい

る。アドボカシー（advocacy）の訳語についても様々であったが、小松（1975）、定藤（1982）、黒川

（1985）らのようにアドボカシーを『弁護』や『弁護的機能』として説明するものが多かった。宮川

（1978：33）は、「ケースワークとアドボカシー」において「『アドボケート』（advocate）、すなわち『擁護
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者』あるいは『弁護者』としてのソーシャルワーカーという概念は新しいものではない」と述べている。そ

して、ソーシャルワークにおけるアドボカシーについて「『自分で自分を守ることのできない社会的犠牲

者の擁護者』としての機能であり、一般に『弁護』とか『代弁』」とし、「自らの権利や利益や訴えを自

分で主張し、実現することのできない社会的弱者を擁護したときに彼らに代わってそれらを主張する

ことである」と定義している。 

1990 年代に入ると社会福祉基礎構造改革において権利擁護が強調されたことやソーシャルワー

カーの業務において人権を擁護することが定着し始めたことなどから「権利擁護」をキーワードとする

論文が増えている（岩崎  2010）。これは、今回の研究結果（A の電子データベース検索）においても

同様の結果が出ている。中でも、秋山（1999：25）は、「アドボカシー」と「権利擁護」を分けて検討し、

「アドボカシーはその実践の中核として『権利擁護』を行うが、アドボカシーはそれよりも広い概念であ

って、『ニーズ充足』『生活支援』『生活擁護』も行う」としながらも「生活上のニーズ充足が『何でも権

利』ではないはずである」と述べている。そして、アドボカシーを「ソーシャルワーカーがクライエントの生

活と権利を擁護するために、その知識と技術を駆使して、主として行政・制度や社会福祉機関・施

設の柔軟な対応や変革を求めて行う専門的・積極的な弁護活動」と定義している。そして、アドボカ

シーの中に権利擁護が位置づけられるとし、アドボカシーの具体的な機能についても発見機能、調

整機能、介入機能、対決機能、変革機能の 5 つを提示している。1990 年代は、「弁護」や「代弁」と

いう用語を用いた説明がなされるものの、弁護・代弁にとどまらず生活を含む概念へと発展させてい

る。 

2000 年移行は、岩間（2001）、鵜浦・岩間・山懸（2005）などによってソーシャルワークにおけるア

ドボカシーの構造と内容が体系的に検討されている。岩間（2001）は、アドボカシーはソーシャルワー

クの価値に基づいた活動として本人（クライエント）を問題解決の主体に位置づけ、ケースアドボカシ

ーの延長にコーズアドボカシーを捉え「媒介・過程モデル」を援用してアドボカシー活動を説明してい

る。その後、鵜浦・岩間・山懸（2005：2）がアドボカシーを「本人に代わって意見を主張するだけでな

く、本人と本人を取り巻く環境との間に相互作用を生み出すこともその目的のうちに含んでいる」とし

「利用者本人の主張が環境の側にうまく伝わるようにして、そして環境の側の主張が利用者に伝わる

ようにし、問題解決に向けた相互作用を両者に生み出す」と、本人を取り巻く環境への働きかけがよ

り強調されている。今回の文献研究の結果からも、アドボカシーは「弁護」や「代弁」という

受動的な「守る」という意味に限定されるものではなく、本人が主体的に自らの権利を実

現していけるよう本人と本人を取り巻く環境への働きかけを含む概念として捉える必要が

ある。  

このようなアドボカシー（権利擁護）の広がりを岩間（2012：11）は、権利擁護が援助の本質につな

がる深く重い概念としたうえで、「狭義の権利擁護」と「積極的権利擁護」の用語で説明している。

「狭義の権利擁護」とは、「各種の虐待や経済的被害、機会の剥奪や不当な扱い、差別や中傷等

から本人を守るという権利侵害からの保護、また人として生活するのに最低限必要な衣食住をはじ

めとする生活上の基本的なニーズの充足は、いうまでもなく権利擁護活動の中核をなす」とし、「積

極的権利擁護」を権利擁護は「『本人らしい生活』と『本人らしい変化』を支える」ものであり、「生命
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や財産を守り権利が侵害された状態から救うというだけでなく、本人の生き方を尊重し、本人が自分

の人生を歩めるようになるようにするという本人の自己実現に向けた取り組みを保証するもの」として

いる。 

これらの先行研究をみると単純に「アドボカシー」＝「権利擁護」と認識が統一されているわけでは

ない。岩崎（2010：38）は、「用語として、『権利擁護≒アドボカシー』といった曖昧さを残しているのが

わが国のソーシャルワークの認識」としながらも、「ソーシャルワーカーが対象とする権利は、純粋に個

人的なものではなく、社会的なもの、生活に根ざしたものを基準に考え、その機能は社会の中で『そ

の人らしく暮らす』ということを焦点に発揮される」と述べている。つまり、アドボカシーは権利回復・救

済という法的な保護を含みつつ、「ソーシャルワーカーによるクライエントの権利実現までをも包含」

（日田  2017：16）すると捉えることができる。 

本稿で暫定的に定義した権利擁護の概念とアドボカシーの関係を秋山（1999）の図を参考に整

理した（図 2）。暫定的定義は、権利擁護を権利侵害からの保護に限定せず、生活支援による

ニーズ充足と本人のエンパワメントによる自己実現を含むアドボカシーに近い概念となっ

ており、成年後見制度の理念である「ノーマライゼーション」「意思尊重」「身上保護」の

理念にも対応した定義といえる。  

 

 
 

図 2 成年後見制度における権利擁護の暫定的定義とアドボカシーの関係  
出所：秋山智久  (1999)「権利擁護とソーシャルワーカーの果たす役割－アドボカシーを中心に」『社会福祉研究』

75,26 頁を参考に筆者作成  

 

５．結論 

本稿では、社会福祉および司法領域における権利擁護概念に関する先行研究から権利擁護の

定義を整理し、利用促進法を踏まえた法定後見制度における権利擁護の暫定的定義を試みた。

定義の分析を行った結果、成年後見制度における権利擁護の暫定的定義を「判断能力が不十分

であるために権利の侵害やその恐れのある人に対して、法定後見人はその人が本来ならば得られる

権利の実現にむけて本人のエンパワメントによってニーズの充足を図ること」とした。成年後見制度に

おける権利擁護の暫定的定義は、権利侵害からの回復・救済に限定せず、本人の尊厳保持

とニーズ充足にむけ本人をエンパワメントすることで自己実現を図るというソーシャルワ

ークの視点から権利擁護を捉えており、成年後見制度の理念である「ノーマライゼーション」「意

思尊重」「身上保護」に対応した定義といえる。 

権利回復・救済 ニーズ充足アドボカシー＝
ノーマライゼーション

意思尊重

身上保護
（生活支援）（権利侵害からの保護）

［成年後見制度の理念］

自己実現

（エンパワメント）

［権利擁護の暫定的定義］
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利用促進法において、成年後見制度は本人の尊厳が保持された生活を保障する身上保護に重

点を置く権利擁護の制度であることが再確認された。しかし、成年後見制度の運用状況をみると、依

然、法律専門職を中心とした財産管理に重点をおいた後見活動が展開されている。 

財産管理という被後見人の生活を断片的に支える成年後見活動が主流となっている背景には、

「判断能力を欠く常況」と審判された後見類型が約 8 割を占め本人の意思尊重や身上配慮が困難

と認識されやすいこと、成年後見制度における権利擁護の概念が権利侵害の回復・救済に偏り被

後見人の生活を包括的に捉える視点が弱いことが考えられる。 

このような成年後見制度の理念と実態が乖離した状況は、社会福祉専門職が成年後見制度に

おいてソーシャルワークの視点にもとづく権利擁護を可視化してこなかったことが要因と考えられる。

今後、社会福祉専門職が成年後見制度を権利擁護の制度として機能させる役割を果たす上で、ソ

ーシャルワークの視点にもとづく権利擁護の実践プロセスの可視化が重要と考える。 

 

６．おわりに 

本稿では、社会福祉領域および司法領域における権利擁護の定義の分析を行い成年後見制度

における権利擁護の暫定的な定義を作成した。そして、暫定的定義をアドボカシーとの関係から整

理を試みた。成年後見制度における権利擁護は、成年後見制度の理念の実現に向けて、権利擁

護を権利侵害からの保護に限定せず、生活支援によるニーズ充足と本人のエンパワメントによる自

己実現を含むアドボカシーの概念と近似した概念として位置づける必要があることが明らかとなった。 

今後は、社会福祉専門職である社会福祉士が成年後見活動においてソーシャルワークの視点か

ら、本稿で暫定的に定義化した権利擁護をどのように展開しているのかそのプロセスを検討する予

定である。また、本人の権利擁護は成年後見制度を利用することで開始されるものではなく、成年後

見制度利用以前の地域生活から連続して捉えることが重要である。今回の暫定的定義を手がかり

にシームレスな権利擁護支援体制における社会福祉専門職の位置付けについても検討したい。 

 

 

本研究は JSPS 科研費「包括的な相談支援体制での独立型社会福祉士によるコーディネートの有

効性」（17K04236）の研究成果の一部である。 

 

注 

1）「地域における成年後見制度利用促進に向けた体制整備のための手引き」では、「権利擁護支

援」を「認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人たちの権利を守るため

に、以下のような目的でなされる支援です。①『人権』としての権利：必要に応じて、適切になされる

権利の回復（救済）。例：老人福祉法 32 条、知的障害者福祉法 28 条、精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律（精神保健福祉法）51 条の 11 の 2 に基づく市町村長による申立て、②『契約

（当事者間の合意）』に基づく権利：必要に応じて、適切になされる権利の行使。例：福祉サービスや

施設入所などの契約」と定義している（成年後見制度利用促進体制整備委員会  2018：ⅱ）。 
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論文

高齢者主体の活動への高齢者、専門職、行政の関わりについての研究 

－福岡県大牟田市白川校区の NPO 活動を通して－

銭本隆行（日本医療大学） 

要旨

超高齢社会の中で、「地域包括ケアシステム」の構築が各地で進められている。2016 年には「我

が事・丸ごと」と称し、誰もが住み慣れた地域で生活できる「地域共生社会」の創造が提唱された。そ

こでは、住民が「支えられる」だけではなく、「支える」という主体的な活動が求められている。特に高

齢化の進展とともに地域住民の中でも高齢者の割合は増え、高齢者主体の活動が盛んとなってき

ている。高齢者主体の活動は、介護保険や医療保険などのフォーマルサービスだけでは十分に支

えきれない地域生活を支える役割も担うようになってきている。

福岡県大牟田市の白川校区では、高齢者が中心となって NPO 法人を立ち上げ、地域の見守り

やサロン活動などを実施している。立ち上げまでには、市と校区内の病院のソーシャルワーカーが関

わってきており、高齢者、専門職、行政の 3 者の関わりがあってはじめて高齢者主体の活動は実現

していた。

そこで本研究では、高齢者、専門職、行政の 3 者の関わりを明らかにして高齢者主体の活動を推

進する一助とすることを目的とし、白川校区における NPO 法人理事長、専門職、市職員に半構造

化面接方式でインタビューした。得られたデータを逐語録にし、オープンコーディングして分析した結

果、高齢者主体の活動を推進していくには、高齢者に対して専門職が伴走しながら支援し、かつ行

政が専門職と高齢者に直接的・間接的に関わりを持つことが重要であるというひとつのモデルが得ら

れた。

キーワード：高齢者主体、専門職、行政

１．研究の背景と目的 

高齢化が進展している日本において、これからの超高齢社会に対応すべく地域包括ケアシステム

が各地で構築されている。「住み慣れた  地域において生活を継続できる」 (地域包括ケア研究会

2016:4)ことができるように、さまざまな社会資源のネットワーク化が図られている。厚生労働省は

2016 年には、「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部を立ち上げ、地域包括ケアシステムを「深

化」させた「地域共生社会」という次のステージへ向けた舵を切った (厚生労働省 2016)。白澤

（2018：536）は「我が事」とは、「地域の課題について地域の人びとが他人事ではなく、我が事として

とらえ、積極的に住民がかかわっていくこと」であり、「丸ごと」とは、「相談や地域づくり、さらには提供

するサービスを子どもから高齢者までのすべての住民を対象にしていく仕組みにしていこうとすること」
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と位置付けている。 

「我が事 」では地域課題の解決に住民が積極的に関わっていくことが求められており、永田

（2013：2）は「住民による様々な活動は強制しても意味がない」と強調し、「素晴らしい取り組みを支

えている住民に共通しているのは、課題を『私たちの問題』としてとらえる意識」と意識の重要性を指

摘している。つまり、住民自身が課題を自分のものと捉え、解決していく主体的な姿勢が地域共生

社会の中では必要なのである。 

住民による主体的な活動の中でも、高齢化が進む地域において多数派を占めつつある高齢者自

身が、これまでの“ケアされる側 ”から“ケアする側 ”へと移行し、地域における主体となって積極的な活

動に取り組む事例が増えてきている。福岡市城南区堤校区の公民館で高齢者やサポーターを中心

に開かれている「つつみカフェ」（党 2016:22-25）は、公民館活動からはじまった認知症カフェで、定

期的に開催されている。また、岡山県新見市高尾地区の「高尾長寿クラブ」（岡ほか 2016:131-137）

は高齢者の互助クラブであり、連合町内会と一緒になって地域活性化や見守りなどの活動を行って

いる。 

高尾長寿クラブでは地域の高齢者独自の活動であり、つつみカフェは小規模多機能サービスの

専門職が支援しているが、行政の実質的な関わりはほとんどない。岡ほか（2016：136）は高尾長寿

クラブの活動が住民だけの活動であることに関して、「地域住民主体の活動に専門職の視点を加え

ることで、より活動の質が上がり住民の安心につながるのではないか」とも指摘している。 

それに対し、福岡県大牟田市白川校区では、高齢者住民を中心とした NPO 法人 E 会を立ち上

げ、日常生活支援や集まりの場であるサロンなどの活動を行っている（佐藤 2015）。E 会の活動は、

行政が認知症への取り組みを働き掛けたのをきっかけに、校区にある病院の専門職が事務局を担っ

て支援している。つまり、高齢者と専門職、行政の 3 者が関わり合うことで、高齢者主体の活動を可

能とし、高齢者の地域における生活の継続を可能としている。 

地域によって状況は異なるが、地域の高齢者主体の活動を推進していくには、高齢者本人が高

尾長寿クラブのように力を持つ地域ばかりではなく、野﨑（2016:15）が高齢者の見守り活動に関連

して指摘するように「住民による見守りにおける専門職とキーパーソンの協働」が重要である。この指

摘は専門職が関わっているつつみカフェにあてはまる。しかし、高齢者と専門職の関わりに関する研

究は多いが、E会の活動に関わってきたような行政の関わりについて明らかにした研究はCiNiiで検

索する限りでは見当たらない。早坂ほか（2016:20）は、高齢者の介護予防活動を自主的に行うグル

ープの高齢者リーダーに実施したインタビューの中で、「行政の支えのもとでの役割遂行」について

触れているが、行政の関わりに焦点を絞ったものではなかった。 

そこで、本研究では、高齢者主体の活動を推進する要素として、高齢者と専門職、行政の3者に

焦点を当て、大牟田市白川校区の高齢者、専門職、行政担当者にインタビューを実施した。そして

3者の関わりを明らかにして白川校区での関わりモデルを作成し、高齢者主体の地域活動を推進す

るための一助とすることを目的とした。 
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２．研究方法 

（１）調査対象 

調査地域は、大牟田市白川校区とした。炭鉱の町として過疎化と高齢化が進んできた大牟田市

では、認知症への取り組みに力を入れてきた。市は日常生活圏域を小学校区に設定し、全 21 校区

にそれぞれ早くから活動を促してきた。その中でも、白川校区では 2011 年から、高齢者が専門職に

支えられながら NPO 法人 E 会を立ち上げ、見守り活動やサロンを独自に運営してきた。行政が認

知症の取り組みをきっかけとして校区に働き掛けていく中で、専門職と高齢者住民の関係が生まれ、

活動につながっており、3 者の関わりが明確なところから調査地域に選んだ。 

インタビュー対象者は高齢者住民、専門職、行政担当者の 3 者とし、NPO 法人 E 会に関わって

きた①福岡県大牟田市白川校区の E 会理事長の A 氏、②D 病院医療連携室のソーシャルワーカ

ーの B 氏、③大牟田市担当職員の C 氏、を選んだ。 

 

（２）調査期間 

2018 年 5 月 26 日と 12 月 15 日。 

インタビューは、より広範囲のデータを得られるように複数を対象とするグループインタビューとした。

5 月 26 日は 2 回実施し、1 回目は②の B 氏と③の C 氏を一緒にして約 2 時間実施した。2 回目

は白川校区の活動について知っている近隣校区の小規模多機能型事業所管理者と③の C 氏を一

緒に約 2 時間実施した。12 月 15 日には①の A 氏と③の C 氏を一緒に約 1 時間半実施した。 

 

（３）調査・分析方法 

文献だけではうかがえない高齢者、専門職、行政担当者の関わりを明らかにするため、3 者に半

構造化面接におけるインタビュー調査を実施した。インタビュー内容は逐語録をそれぞれの発言を

分けて作成した。逐語録を内容にもとづいて小見出しを付け、似た見出しはコードとしてまとめ、その

うえで包括的な名称である「カテゴリー」に分類する「オープンコーディング」を行い、分析した。5 月

26 日の 2 回目では、小規模多機能型事業所管理者からは白川校区に関する話はなかったため、

発言は使用しなかった。 

 

（４）倫理的配慮 

研究協力者には、インタビューにあたり、口頭により、研究目的、調査の趣旨、データの取扱い、

調査協力は自由意志によるものであること、質問内容によって回答拒否しても不利益を被らないこと

などについて事前に説明を行い、書面で了承を得た。 

本研究は日本医療大学研究倫理委員会の承認 (倫理 -R 元 -3)を得ている。 

 

（５）用語の定義 

タイトルに用いている「関わり」とは、広辞苑（1997）では「関係。つながり」とあり、大辞泉 (1995)で

は「関係すること」ともされている。つまり、他者との関係やつながりを意味するほか、「関係する」意味
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を含んでいる。「関係」とは大辞泉では、「2 つ以上の物事が互いに関わり合うこと」ともされており、本

研究においては、3 者の静的な関係に加え、他者との間の相互作用という動的な関係に力点を置く

とする。 

「主体」については、「自覚や意志に基づいて行動したり作用を他に及ぼしたりするもの」（大辞泉

1995）、「自覚や意志をもち、動作・作用を他に及ぼす存在としての人間」（大辞林第三版 2006）と

されるが、本研究では「本人の自覚や意志に基づいて行うもの」とする。「行政」とは、ここでは白川校

区に関わる「大牟田市」であり、「専門職」とは、白川校区で NPO 法人 E 会を支援する D 病院など

の医療・福祉職を示すとする。 

 

３．調査結果 

（１）大牟田市の概要 

福岡県の南端に位置し、有明海に面する。三池炭鉱の町として栄えたが、1997 年に三池炭鉱が

閉山となり、人口は最盛期の半分近くになっている。1960 年に約 21 万人であった人口は 2017 年

4 月で、11 万 7,224 人となっている。面積は 81.45 ㎢で、室蘭市とほぼ同じぐらいで、人口密度は

1 平方キロメートルあたり約 1390 人で、仙台市（約 1384 人）より高い。高齢化率は 35.1%（2017

年）と高く、世帯数 56,918 戸のうち、高齢者のいる世帯は 30,364 戸（45.3%）で、高齢者単身世

帯数 14,171 戸（24.8%）と独居高齢者も多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 大牟田市の位置  出典：大牟田市 HP より 

 

 大牟田市は、従来から小学校区単位で行事や地域活動が行われてきた。そのため、日常生活圏

域を国が示している中学校区ではなく、小学校区に設定し、さらに 21 小学校区を 6 ブロックに分け、

各ブロックに地域包括支援センターを一か所ずつ設置し、介護予防などの高齢者への取り組みを

推進している。 

 

（２）大牟田市の認知症への取り組み  

後述する白川校区の活動のきっかけが、大牟田市の認知症への取り組みであったため、市の認

知症への取り組みを概観する（表 1 参照）。 

大牟田市では、2000 年に介護サービスに関わる事業者の集まりである大牟田市介護サービス事
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業者協議会を設立した。介護保険がはじまる直前で、その対応のためには事業者のまとまりが必要

であるとして市が強く働きかけたところから、事務局を市が担った。翌年には認知症対策を考える「認

知症ケア研究会」が発足し、官民一体となった認知症ケアへの取り組みがはじまった。2002 年には、

認知症介護に関する意識の実態調査を行い、住民の認知症への意識の把握に努め、介護職員へ

の認知症ケア実践塾もはじめた。2003 年からは、認知症ケアの核となるべき「認知症コーディネータ

―」の養成研修を開始し、2004 年から「子どもたちと学ぶ認知症絵本教室」、「もの忘れ相談医登録

制度」もはじめた。特にこの年には、認知症高齢者役の住民が地域を“徘徊 ”し、他の住民が声を掛

けたり、認知症の啓発を行う「認知症ＳＯＳネットワーク模擬訓練」が駛馬南小学校区ではじまった。

模擬訓練は 2007 年からは全市内の小学校区が対象となった。 

2006 年には、もの忘れ予防・相談検診、認知症予防教室 “ほのぼの会 ”をはじめた。この年に制

度化された小規模多機能型居宅介護（小規模多機能サービス）に地域交流施設の併設を義務付

け、地域拠点づくりを担わせた。2007 年には認知症者が行方不明になった際に情報を共有できる

「ほっと・安心（徘徊）ネットワーク」が発足し、2008 年からは認知症介護家族が集う「つどい・語らう

会」がはじあまった。「つどい・語らう会」は当初不定期だったが、2011 年からは毎月 1 回開催される

ようになった。2009 年からは若年性認知症の人とその家族に寄り添い、支援する「ぼやき・つぶやき・

元気になる会」もはじまった。 

2009 年には、複数の医療・介護の専門職で構成される「地域認知症サポートチーム」が結成され、

認知症ケアの入り口から伴走しながらサポートする仕組みがはじまった。 

2014 年からは国立病院機構大牟田病院で認知症カフェ「もの忘れ喫茶」がはじまり、市内各地

で開催されるようになっている。 

特に 2003 年からはじまった認知症コーディネーター養成研修は、2 年間約 400 時間 (年間 30

日程度 )の研修であり、地域包括支援センターや小規模多機能サービスの管理者には受講が義務

付けられている。2018 年度からは、認知症介護実践者研修などの受講が義務付けされるようになっ

てきたため、義務付けは廃止となっている(大牟田市 2018）。 

  

表 1 大牟田市のこれまでの取組み 

20 0 0 年 3 月  大牟田市介護サービス事業者協議会設立  

←当時の市介護保険課長が働き掛け。事務局を市が担う。  

20 01 年 11

月  

「認知症ケア研究会」設立（現・認知症ライフサポート研究会）  

20 02 年  ・認知症介護意識実態調査  

・認知症ケア実践塾開始（年 6 回）  

20 03 年～  ・認知症コーディネーター養成研修開始  

：地域包括支援センターや地域密着型サービス事業所への配置  

17



2004 年～  

 

 

・子どもたちと学ぶ認知症絵本教室開始  

・認知症ＳＯＳネットワーク模擬訓練開始：駛馬南小学校区からスタート  

20 07 年に全市が対象に  

・もの忘れ相談医登録制度開始  

20 06 年～  ・もの忘れ予防・相談検診  

・認知症予防教室 “ほのぼの会 ”  

・小規模多機能サービスに地域交流施設併設義務化  

20 07 年～  ・ほっと・安心（徘徊）ネットワーク  

20 08 年～  ・認知症介護家族の「つどい・語らう会」  

20 09 年～  ・本人ネットワーク支援「ぼやき・つぶやき・元気になる会」開始  

・地域認知症サポートチーム  

20 14 年～  ・認知症カフェ：月 1 回  

出典：各資料をもとに筆者作成  

 

（３）白川校区の概要 

 白川校区は大牟田市のほぼ真ん中に位置する住宅街である（図 2）。商店街がある一方で大型シ

ョッピングセンターが近隣しており、市内の大動脈である国道 208 号線が校区内を縦断している。白

川校区は市内 21 小学校区の一つであり、校区人口は 6,814 人（2018 年 4 月 1 日現在）。65 歳

以上の高齢者は 2,228 人で、高齢化率は 32.7%である。他の校区では、山間部に近い上内校区

が 46.5%で、全校区平均で 35.7%であるが、2017 年の全国平均が 27.7%（内閣府 2018:2）であ

り、白川校区は全国的にみて決して低いわけではない。 

 
図 2 白川校区  出典  Google map より 

 

（４）NPO 法人 E 会 

白川校区内にある D 病院は 1950 年に開設された地域の老舗拠点病院であり、内科、リハビリテ

ーション科、放射線科などがある。病床数は 218 床で、そのうち一般 60 床、医療療養 98 床、介護

療養 60 床で、患者平均年齢が 85.7 歳という高齢者を主な対象としている病院である。 

白川校区  
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D 病院は 2007 年に地域密着型サービスの小規模多機能型居宅介護（小規模多機能サービス）

の事業所を開設した。大牟田市では、小規模多機能サービスの事業所には地域交流拠点施設の

併設が義務付けされており、D 病院でも地域交流拠点施設として地域交流センターを併設した。D

病院では、退院支援をしたくても地域における受け皿がなく、困難性を感じていたため、地域との連

携を図る医療連携室も設置した。しかし、それまで関わりがほとんどなかった地域との交流はすぐに

はなかなか進まなかった。当時は地域活動を支える生活支援コーディネーターのようなソーシャルワ

ーカー（SW）は存在せず、病院の SW がこの地域ではやっていくしかなかった。 

そうしたときに、市からの声掛けで認知症 SOS ネットワーク模擬訓練が 2007 年 11 月、白川校区

でも実施された。この訓練の事務局を D 病院が担った。訓練では、認知症高齢者役で模擬徘徊し

た参加者に地域住民のほぼ誰からも声が掛けられなかった状況に、関わった地域の高齢者や D 病

院の専門職らは危機感を募らせた。そうしたときに、市は認知症への取り組みの機運を高める目的

で、地域住民が集まるフォーラムの開催を持ち掛けた。危機感を抱いていた地域の高齢者や D 病

院の専門職らはフォーラムの開催を決め、認知症に関わるネットワークの必要性や地域での支え合

いを話し合う「地域ふれあいフォーラム in しらかわ」が 2008 年 2 月に実施された。 

模擬訓練は 2008 年からも毎年開催され、こうした活動を通して、専門職のサポートを受けながら、

地域の高齢者自らが地域を盛り上げていく機運が高まっていき、2009 年 11 月に NPO 法人 E 会

が設立された。設立時から支援してきた B 氏は本研究のインタビューの中で、NPO 法人設立の理

由として、①人間関係作り②そのためのサロンなど契約を必要とする行為には法人格必要③運営

費の透明化、を挙げている。 

E 会の会員は高齢者が対象である。現在の活動は表 2 に示すように、①日常生活支援事業②

環境美化部会③安心、安全部会④こども部会⑤自治体および他団体の支援事業⑥買い物難民

事業－である（猿渡 2018）。①の日常生活支援事業は個別訪問による買い物、付き添い、清掃、

庭木の手入れなどをするほか、サロン活動も行う。②の環境美化部会は校区内を流れる堂面川の清

掃で、地域に関わる活動として取り掛かりやすく重要視されている。③の安心、安全部会は、防犯灯

などを点検したり、地域のコミュニティ誌を発行する。④は、通学路の点検や障害児の登下校を共に

行うというものである。⑤は、模擬訓練や地元祭りへの参加である。⑥は 2018 年からはじめた取り組

みで、独居などで買い物に行けない場合に車を出して一緒に買い物に行くというものである。 

この中でも、①のサロン活動は、「交流の場」「悩み相談所」「ネットワークの拠点」（猿渡 2018:3）と

して力を入れてきており、小学校の空きミーティングルームや空家などを使ったサロンを最大で 15 か

所で開催していた。空家を使った「サロン田崎」では、男性高齢者が集まりやすいように男性が料理

を作って提供する居酒屋を開いた。 

 

表 2 NPO 法人 E 会の活動内容  

①日常生活支援事業  個別訪問による買い物、付き添い、清掃、庭木の手

入れ、サロン活動  

②環境美化部会  地域内の河川敷の清掃。  
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③安心、安全部会  防犯灯などの点検、地域広報誌の発行。  

④こども部会  通学路の点検や障害児の登下校支援  

⑤自治体および他団体の支援事業  模擬訓練や地元祭りへの参加。  

⑥買い物難民事業  独居などで買い物に行けない場合に車を出して一

緒に買い物に行く。  

出典：猿渡（2018）をもとに筆者作成  

 

理事は 8 人（2018 年 12 月時点）で、地区社協、公民館（注 ¹）、民生委員、いきいきクラブ(高齢

者団体 )、事務局から出ている。D 病院の医療連携室が事務局機能を担っている。年間運営費は、

個人会費年間 1000 円、企業 1 口 5000 円の会費、市からの補助金約 10 万円で賄っている。 

市と D 病院の専門職、NPO 法人 E 会、白川校区の住民の関係を図 3 で示した。大牟田市は

外から、様子をみながら働き掛けを行う。それを受けて、D 病院の専門職がサポートして白川校区の

住民が NPO 法人 E 会を使って、地域に働き掛けを行っていくというものである。 

 
図 3 白川校区における関係図  出典：筆者作成  

 

（３）インタビュー結果 

NPO 法人 E 会理事長の A 氏のインタビュー内容は、語り群として 61 に分け、それぞれに見出し

を付けた。 

D 病院の B 氏のインタビュー内容は、5 月と 12 月それぞれで重複する内容もあるが、5 月は 74、

12 月は 44 の語り群に分け、それぞれに見出しを付けた。 

市担当職員 C 氏のインタビュー内容は 5 月の 1 回目で 14、2 回目で 25 の語り群に分け、それ

ぞれに見出しを付けた。 

そのうえで、3 人の発言内容に合わせて、コードを付け、より包括的な概念である 14 個のカテゴリ

ーに分類した。カテゴリーとコードは表 3 で示している。表 4 では、それぞれのカテゴリーとコード、発

言内容について、主なものを記載している 
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表 3 カテゴリーとコード 

出典：調査結果より筆者作成  

 

 

 カテゴリー  コード  

1  行政の関わり  行政の企画、模擬訓練事務局と認知症コーディネーター、ま

ちづくり協議会、日常生活圏域、地域施設と認知症コーディ

ネーター、小規模多機能、市の呼びかけ、市独自、街づく

り、フォーラム、市から補助、善隣事業、住居支援、空家活

用、国際センター、住まい  

2  専門職の関わり  専門職の仕事、人間関係、高齢者主体、運営、模擬訓練、専門

職の仕事、人間関係、相談支援包括化推進員、地区社協  

3  ネ ッ ト ワ ー ク づ

くり  

人間関係、フォーラム、上白川、日常生活支援、民生委員、退

院支援、模擬訓練、見守り、意識高まる、登下校支援  

4  ボ ラ ン テ ィ ア 活

動  

生きがい、地域のために、ボランティア、生きがい、保険代わ

り、運営、連名でｲﾍﾞﾝﾄ、地域のことしたい、ルール  

5  サロン活動  自発的なサロン、たまり場のサロン、趣味のサロン、登録して

いないサロン、サロン、訪問のサロン、運営、空家のサロン、

サロン田崎 

6  地域力  職員と住民の協働、もっと強いものが自宅に、民生委員、地域

の活動、小規模多機能、地域の力、見守り、民生委員と公民館、

公民館、人間関係の欠如、目的一緒、バラバラ、機運高める、

任意団体、多様な人たち、商業者、企業関係者、介護職員、イ

ンフォーマルプラン、白川校区  

7  認知症  まるごとマネジメント、認知症、官民協働、認知症コーディネ

ーター、若年認知症、認知症ケアがはまる、ネットワーク、認

知症は奥深い、模擬訓練  

8  会員の高齢化  会の状況、運営、高齢化  

9  支え合い活動  きっかけ、運営、N P O 法人  

10  高 齢 者 の 社 会 参

加  

本人、社会参加  

11  運営  N P O 法人の目的、組織、会員、SN S  

12  日常生活支援  運営、地域の状況  

13  背景  医療法人、医師会、精神障害  

14 本人の自己実現  退院支援、事業、統合、住居、長期療養、本人の声、制度の限界  
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 表 3 の中で、1、2、3 のいずれにも、模擬訓練のコードが含まれており、行政と専門職の関わり、高

齢者住民がネットワークを築いていく中で模擬訓練の果たした役割が大きかったことが推察できる。 

5 のサロン活動では、E 会が人間関係づくりのためにサロン活動に力を入れているところから、さま

ざまな形態のサロンが挙げられている。 

6 の地域力には多くのコードが含まれており、地域の構成要素が多様であることもうかがえる。 

「運営」というコードは 2、4、5、8、9、12 に出てくる。NPO 法人の一般的な運営についての説明も

あるが、地域での活動を続けていくためには、なにがしかのマネジメントが必要であることを示している

とみられる。 

 

表 4 カテゴリーと主なコード、発言一覧  

 カテゴリー  コード  主な発言内容  

1  行政の関わり  行政の企画 組織として枠組みがないと外には出られない。

行政の企画として計画としてそういうのが出

されないと出にくい（B 氏）  

事 務 局 と 認 知 症

コ ー デ ィ ネ ー タ

ー 

模擬訓練事務局や認知症コーディネータ―養成

研修を市が運営法人にルール付けする（C 氏） 

2  専門職の関わ

り  

専門職の仕事  模擬訓練で得たネットワーク、高まった住民の

雰囲気をいかにして結びつけてやっていくか

（B 氏）  

人間関係  地域の人を見守るだけでなく、一緒にやってい

く（B 氏）  

3  ネットワーク

づくり  

人間関係 人間関係が出来てはじめて、協力しようかっ

て。根底になっているのは人間関係作り（A 氏） 

人間関係 人間関係をある一定のエリアでしっかり作っ

ておくと、誰かが困ったときに仲間意識の中か

ら動いてくれる（B 氏）  

4  ボランティア

活動  

生きがい ボランティアは人のためではない。呆けないた

めですよ。あなたの生きがいのために参加して

ください。（A 氏）  

地域のために 公民館に所属していない、支え活動や地域のこ

とをしたいという人が来てくれた（B 氏）  

5  サロン活動  自発的なサロン 人間関係作ってあの人困ってるねと気づきが

あって、自然と自発的にみなが動き出すという

のがサロン（B 氏）  
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 出典：調査結果より筆者作成  

 

表 4 の 7 の認知症で示されている「まるごとマネジメント」とは、制度上の医療と福祉だけでは十分

ではないことを示し、だからこそ 1 と 2 で出てくる「模擬訓練」を通じて、3 の地域におけるネットワーク

づくりへとつながっていく流れがうかがえる。 

6 の地域力で、「介護保険・医療保険よりも強いものが自宅にはある」という発言の「自宅」は、ただ

の家族や家庭ではなく、「地域」というより大きな意味に置き換えられ、地域が持つ力の強さを指摘し

ている。 

13 の背景では、大牟田市には医療法人が多い理由を述べており、医療法人が中心となって高

齢者ケアが整備されてきたことを示している。 

 

た ま り 場 の サ ロ

ン 

おしゃべりしながら誰さんが最近みえなくな

ったね。どうしたんだろう、というのがサロン

（A 氏）  

6  地域力  職 員 と 住 民 の 協

働 

24 時間 36 5 日職員だけで支えられない。そこ

に地域住民が関わる（C 氏）  

も っ と 強 い も の

が自宅に 

介護保険・医療保険よりも強いものが自宅には

ある（B 氏）  

7  認知症  ま る ご と マ ネ ジ

メント  

認知症は生活そのものを支えるので、医療と福

祉だけで解決できることは限られていて、まる

ごとマネジメントしていかないといけない（B

氏）  

8  会員の高齢化  きっかけ  だんだん（高齢者）の数が減って、活動が鈍っ

てくる（A 氏）  

9  支え合い活動  運営  地域の中での支え合いから N P O がはじまって

いる（B 氏）  

10  高齢者の社会

参加  

本人  支える、だけではなく、本人が地域の中で社会

参加して元気になるのが大切（B 氏）  

11  運営  N P O 法人の目的  1 に人間関係作り、2 に契約行為、3 に資金の

透明化が理由（B 氏）  

12  日常生活支援  運営  私たちは日常支援の団体ですよ（A 氏）  

13  背景  医療法人  病院も精神病院も多い。三井の城下町でケガも

多いというのもあるんでしょうね（C 氏）  

14  本人の自己実

現  

退院支援  家に帰りたいという願いがあって、実現できな

い場合が多い（B 氏）  
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４．考察  
（１）高齢者の関わり  

 NPO 法人 E 会の活動は、高齢者が主体となって地域を自らで支えていくものといえる。「課題を

『私たちの問題』としてとらえる意識」（永田 2013：2）を持った高齢者住民が主体となっていた。活動

の根源となっているものは、表 4 の 4 のボランティア活動で A 氏の発言である「ボランティアは人のた

めではない。呆けないためですよ」にうかがえる。これはボランティア活動に地域住民へ声を掛ける際

に A 氏が言うセリフではある。しかし、地域を自らで作る一方で、それは自分のためにもなるというので

ある。 

また、表 4 の 3 のネットワークづくりにおける A 氏の発言「根底になっているのは人間関係づくり」

に象徴されるように、人間関係が存在すれば、見守り、声掛けへとつながり、暮らし慣れた地域社会

での生活が可能となるのである。 

ただ、高齢者主体の活動も、模擬訓練やフォーラムをきっかけとしており、行政の働き掛けと専門

職のサポートがなければはじまらなかった。表 4 の 8 の会員の高齢化や 11 の運営の問題から、継続

性を保つには高齢者だけで進めていくには限界がある。高齢者が主体となる活動を実現するために

は、行政と専門職の関わりは不可欠なのである。 

 

（２）専門職の関わり  

 D 病院では退院支援の必要性から地域との連携をはじめていった。病院のソーシャルワーカーは、

院内の多職種や病院同士、介護施設との連携に関わる仕事が多く、地域との連携に深く関わって

いくのは決して簡単ではない。しかしながら、D 病院では、大牟田市が義務付けしている地域交流拠

点施設の小規模多機能サービスへの併設と、退院支援に向けた医療連携室の設置が取り組みに

向かわせ、医療連携室を核として模擬訓練や NPO 法人 E 会の事務局を担ってきた。表 3 の 2 の

「ネットワーク、高まった住民の雰囲気をいかにして結びつけてやっていくか」という課題に対し、「地

域の人を見守るだけでなく、一緒にやっていく」ことで、高齢者住民を専門職が伴走しながらサポート

していた。 

また、表 4 の 8 のように会員の高齢化に伴い、理事らの新旧交替がうまく進まなければ、E 会の活

動が鈍ってくるのは仕方がないことかもしれない。その状況に対し、横にいて変わらずサポートを続け

る専門職の存在は大変重要である。表 3 の 2 の「専門職の関わり」で、「相談支援包括化推進員」

や「地区社協」がコードとして出てきているが、決して専門職は限定されるべきではないが、同じくコー

ドとして「人間関係」とあるように、前述の「一緒にやっていく」ことで、ただのサポートではなく、パート

ナーとして醸成された信頼関係をもとにした専門職の関わりが求められている。 

 

（３）行政の関わり  

 表 3 の 1「行政の関与」では、多くのコードが生成されたが、市は NPO 法人 E 会の日常の活動に

直接関与しているわけではない。大牟田市は約 12 万人の規模の自治体であり、小学校区が 21 あ

ることからすれば、各校区ごとに市が直接働きかけるのは大きな負担であり、現実的ではない。そこで
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市は小規模多機能サービスでの地域交流拠点施設の併設を義務化したり、模擬訓練やフォーラム

の開催を働き掛けたりして、校区外から、特に専門職へ働きかけ、専門職に高齢者へ関わらせるよう

にしてきた。E 会への D 病院の関わりがそうであり、地域で活動し、地域をもっとも知っているはずの

専門職に住民への働き掛けを任せることはもっともなことだろう。 

一方で、表 4 の 1 の「組織として枠組みがないと外には出られない。行政の企画として計画として

そういうのが出されないと出にくい」（B 氏）とあり、行政は専門職が動きやすい環境を整える役割を担

うことが必要であると考えられる。つまり、専門職が施設にこもっていては地域との関わりは生まれず、

地域に出ていくきっかけを与える関わりが行政に求められている。 

また、行政は専門職との関わりを通して、地域住民である高齢者へ働き掛けることこそが本来の目

的といえる。模擬訓練やフォーラム開催の働き掛けは、専門職だけではなく、高齢者も対象とし、実

際に専門職と高齢者が関わりって行う活動を外側から支援している。また、市からの補助金が NPO

法人 E 会の活動を支えてもいる。つまり、行政の高齢者への関わりは、間接的なものが強いながらも、

活動を支えるものとして不可欠な要素とみられる。 

 

５．結論  
 大牟田市の NPO 法人 E 会の活動を通して、高齢者主体の活動が地域の人間関係を生み出し、

つなぎ、地域力を高めて地域での生活を続けていくのに役立っていることが分かった。しかし、高齢

者主体ではあるが、そこには、行政の模擬訓練やフォーラム開催への働き掛け、運営費の補助、専

門職の伴走しながらサポートする姿勢が必要であることもわかった。図 4 は、高齢者、専門職、行政

の関わりを図で示したもので、矢印の線の太さや破れ具合で関わりの程度を示している。ここでは、

高齢者と専門職が地域においてもっとも関わりが強く、行政は地域全体の中で高齢者と専門職に

働き掛けるが、間をつなぐキーパーソンである専門職とより強い関わりを持っている。こうした関係の中

で、高齢者主体の活動を推進していくには、専門職が高齢者を支援していく一方で、行政は専門

職を強く支援し、かつ高齢者にも直接的・間接的に支援を行っていくことが重要であることが分かっ

た。 

 

 

図 4 高齢者主体を支える 3 者の関係図  出典：筆者作成  
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 白川校区での 3 者の関わりが他のすべての地域に当てはまることはないだろう。しかし、背景やイン

タビュー内容をもとにして得た関わりのモデルは、3 者の一つのタイプとして、類似するような他地域に

おいて、高齢者主体の活動を促進していくのに参考となるのではなかろうか。 

 本研究では、大牟田市白川校区の 3 者の関わりに絞ったため、関わりのモデルはひとつしか生成

できなかった。たとえば、行政の関わりがもっと弱かったり、積極的に活動できる高齢者や専門職が

少ない、といった他の地域は存在するとみられ、今後は他の地域における 3 者の関わり、さらに地域

において重要な役割を果たしている社協や町内会などについても目を向けながら、高齢者主体の活

動を促進していく関わりについての研究を進めていきたい。 
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1)大牟田市では「自治会」に相当し、一般的に「公民館」という表現を使う。 
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論文

社会福祉法人 P による共生社会のまちづくり（１）  
―障害者就労とソーシャルビジネスの取り組み事例― 

杉岡直人・畠山明子・大原昌明（北星学園大学）

要旨

これまで障害者雇用について多くの研究が取り組まれてきたが、最近は生活困窮者支援や若者

の就労支援に関して、コミュニティにおける事業推進を基本とするソーシャルビジネスやソーシャルフ

ァームに関する取り組みが主流となりつつあり、できるだけ一般就労への道筋を考えるようになってい

る。そこにシェアリングエコノミーや多世代居住の住宅政策を含めた地域共生社会の構築の基礎が

位置づけられる。

本稿は、社会福祉法人の地域社会へのつながりや生産的な活動を含めたソーシャルビジネスを

意図したまちづくりの事例考察（1）とその社会福祉法人の財務分析（2）の 2 つの連続した論文の一

つとして取り組んだものである。（1）で取り組んだ結果は、社会福祉法人の地域社会へのつながりや

生産的な活動を含めたソーシャルビジネスを意図したまちづくりが障害者就労にとどまらず、地域の

特産物の生産・加工･販売を企業と連携したり、学生のボランティア活動を可能にする居住空間の

提供や CCRC の取り組みとして移住高齢者の参加を工夫するなど多世代居住と関係人口の交流

機会の創出を通じて、新たなコミュニティ形成に取り組んでいることを浮き彫りにした。

キーワード：障害者就労  まちづくり ソーシャルビジネス

１．研究の目的

 長く住民主体で取り組まれてきた宅老所の活動がグループホーム、あるいは小規模多機能型居

宅介護において障害者の受け入れが可能となり、共生社会へのシフトが提起されている中で介護保

険制度と障害福祉サービスの改正に伴い高齢者と障害者向けサービスの統合が進められている。と

りわけ今日、障害者雇用の拡大や子育て支援にはじまる若者世代の支援、さらに女性の家事育児

負担を軽減することによる短時間勤務や在宅テレワークなど就労機会の拡大を図る社会政策が展

開されている。

また、社会保障問題の中核である年金財政との関わりがあるといえる、70 歳までの継続雇用を推

進する政策が検討されており、現役世代に対しては、働き方改革の一環として副業奨励が示されて

いる。こうした状況の中、多様な条件下で働く機会が準備されるなかで、シームレスな働き方を構築

する動きが顕著となっている。

社会福祉分野における制度改革は、貧困問題に続いて児童問題および戦争による障害者のリ

ハビリテーションに関する取り組みとして展開してきた。その中でも、権利回復としての運動は障害者

運動によるものが中心になってきたといえる。特に、障害児の福祉問題は発達に伴う社会参加にお
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ける移動支援や地域移行にみられる居住の場の改善問題にはじまって雇用の問題へと重点課題が

シフトしており、現代においては、地域社会の中で生活し一般就労を想定した雇用機会の確保を通

じて社会参加を実現することが基本的な課題となっている。 

共生社会の建設にとって期待されるのは、多様な人材の自由で自主的な参加に基づく雇用機会

を働く人々の権利を保証しながら共生社会を実現することである。本稿では、近年、強調されている

社会福祉法人の地域社会貢献、特にソーシャルビジネスを用いた地域経済の振興を障害者・高齢

者とともに推進している事例を取り上げ、どのような仕組みがその地域課題解決に結びつくのかを明

らかにすることを目的としている。本稿（1）では、障害者就労の歴史を整理し、社会福祉法人 P にお

ける 2 つのソーシャルビジネスの導入事例を取り上げ、どのような特徴と可能性を見いだすことができ

るのかについて考察する。 

 

２．研究の対象と方法、手続き 

本稿で取り上げる対象事例は、社会福祉法人 P が運営する 2 つの事業所（事例 1 、事例 2）で

ある。障害者福祉施設を運営していた社会福祉法人 P は、グループホームの建設や就労支援の事

業所運営を手がける中で、障害者が地域で生活する環境を従来とは異なる地域住民や高齢者との

交流を取り込んだ空間設計を重視している。加えて、ソーシャルビジネスの視点を取り入れた雇用機

会を提供することで CCRC1)のモデルと称される共生型のサービスを展開している。 

2017 年 8 月 2～3 日に事例 1、事例 2 に対して、法人本部の調整を受けて運営責任者に聞き

取り調査を実施した。 

倫理的配慮については、北星学園大学研究倫理審査委員会（全学危機管理委員会）の承認

（2017 年 7 月 6 日）を受けており、調査対象者に対する説明と同意の手続きに関しては、日本社会

福祉学会研究倫理指針に基づき、回答していただく内容は、研究目的以外には一切使用しないこ

と、回答できる範囲のことで強制はされないこと、学会等での研究報告、論文や報告書等を作成す

る際には、調査協力者に関して、個人情報に配慮するものであることを書面にて説明し、同意・確認

書をそれぞれが保管することとした。 

 

３．障害者の福祉的就労の歴史 

まず、障害者の就労支援、特に福祉的就労に関わる制度の歴史と課題を整理する。 

福祉的就労とは、「一般就職が困難な重度障害がある人などに対して、一般の職場への移行を

進めるための訓練の場とそれに代わる就労の場を提供」（松井  2007：1072）するものとされている。

特に、障害者の福祉的就労の歴史を見ると、1949 年の身体障害者福祉法において入所型の授産

施設 2)が制定されたことを始まりに、1970 年代までには精神薄弱者（現知的障害者）の入所・通所

授産施設が作られた。また、このような福祉的就労を支援する施設の制度化の中で、1970 年代に

は、学校卒業後の障害者の通う働く場として、障害者、家族らが作り上げたのが法外施設の小規模

作業所や共同作業所であった。 

さらに、身体、知的障害者福祉工場 3)が法的拘束力のない「通知」という形で設置され（身体障
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害者福祉工場は 1972 年、知的障害者福祉工場は 1985 年）、1980 年代後半から 1990 年代に

かけては、障害者福祉施策に位置づけられることになった精神障害者の入所・通所授産施設、福

祉工場が誕生し、身体・知的・精神の三障害の福祉的就労の施設サービスが揃えられた。このよう

な中、小規模作業所については 2001 年に授産施設の認可基準が緩和され、小規模通所授産施

設を設立できるようになった。 

その後、障害者に関する福祉サービスは 2003 年に支援費制度が施行されるが、利用者の増加

による財源確保や精神障害が対象外であること等により見直しを迫られた。2006 年に施行された障

害者自立支援法では、身体、知的、精神障害の福祉制度を一元化すること、33 種類あった施設・

事業メニューを 6 種類に集約すること、支援の必要度を測る障害程度区分を導入することとなった。

この時、障害者の「就労支援」が制度に位置付けられ、就労移行支援 4)、就労継続支援 A 型 5)お

よび B 型 6)が新設された。当時、障害者福祉各法にあった旧来の施設種別や小規模作業所として

の運営形態から 5 年程度の経過措置期間内に新しい事業体系へ移行するものとされた。 

障害者自立支援法が施行された直後に行われた 2006 年の調査では、各施設数、実利用者数

は表 1 のとおりとなっていた（2006 年社会福祉施設等調査結果の概況）。これらの多くの施設は、

障害者自立支援法上の就労支援施設や地域活動支援センター、生活介護事業所等に体系を移

行し、その施設の利用者も新しく施設を利用することとなった 7)。2017 年 10 月 1 日現在、就労移

行支援は約 3,500 か所、就労継続支援 A 型は約 3,800 か所、就労継続支援 B 型は約 11 万か

所と施設数の増加がみられる。 

 

表 1 旧法における福祉的就労施設数および実利用者数（2006 年 10 月 1 日現在） 

施設名称  障害種別  施設数  実利用者数  

 

入所授産施設  

身体  197 10,429 

知的  226 13,927 

精神  30 685 

 

通所授産施設  

身体  330 8,381 

知的  1,553 56,912 

精神  296 7,698 

 

小規模通所授産施設  

身体  265 4,349 

知的  405 6,046 

精神  395 9,112 

 

福祉工場  

身体  36 1,320 

知的  69 1,800 

精神  18 411 

出典  2006 年社会福祉施設等調査結果の概況より 
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実利用者数は、障害者全体の数が増加している 8)こともあるが、就労移行支援は約 33,000 人、

就労継続支援 A 型は約 70,000 人、就労継続支援 B 型約 26 万人とその数は旧法時代と比較す

ると、大幅に増加している（2017 年社会福祉施設等調査結果の概況）。さらに、障害者自立支援

法が見直されて施行された障害者総合支援法では、就労支援について、一般就労後の生活面の

課題に対する支援を行う「就労定着支援」が新設された。 

このように障害種別ごとに施設が設置され、法外施設としての小規模作業所が存在する中、障害

福祉サービスを統合する法律によってこれまでの施設体系も再編されるに至った福祉的就労施設

設立の歴史をまとめたものが表 2 である。 

障害者の福祉的就労について課題として指摘されているのは、一般就労への移行がなかなか進

まないという実態である。就労支援サービスの利用から一般企業への就職に結びついているのは年

間 4.3%、特に、就労系障害福祉サービスから一般就労への移行は 2017 年で約 15,000 人と年々

増加しているがサービス利用者全体の 5%にも満たないのが現実である（厚生労働省  障害者の就

労対策の状況より）。 

また、2017 年にはある就労支援継続 A 型事業所が利用者の最低賃金を事業収入ではなく給付

費によって支払っていたことが明らかになり、事業所が閉鎖するニュースも流れた。特に就労継続支

援 A 型事業所は、給付費にメリットを感じて株式会社等が参入し事業所数の急増は目覚ましく、一

般企業でなかなか就職が難しい障害者の受け皿として機能している一方、給付費に対する規制も

厳しくなり、適正な運営をしている事業所には厳しい状況となっている 9)。 

  

表 2 障害者の福祉的就労施設設立の歴史  

1949 年  身体障害者入所授産施設（身） 

1964 年  重度身体障害者授産施設（身）、精神薄弱者入所授産施設（知）  

1967 年  精神薄弱者通所授産施設（知） 

1972 年  身体障害者福祉工場（身）          1970 年代～ 

1979 年  身体障害者通所授産施設（身）       小規模作業所の登場  

1985 年  精神薄弱者福祉工場（知） 

1987 年  精神障害者通所授産施設（精） 

1992 年  精神障害者入所授産施設（精） 

1993 年  精神障害者福祉工場（精） 

2001 年  小規模通所授産施設（身、知、精） 

2006 年  就労移行支援、就労継続支援 A 型・B 型（障自） 

2013 年           ↓ ＋就労定着支援  （障総） 

出典  伊藤（2013：65-67）、鈴木（2015：3-4）を参照し、    作成。括弧内の漢字は根拠法を省

略して示している。身…身体障害者福祉法、知…知的障害者福祉法、精…精神保健福祉法、障

自…障害者自立支援法、障総…障害者総合支援法。法律の名称はいずれも現在のものを使用し

ている。 
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次章では、障害児者福祉が出発点となり、障害者の就労機会の提供、さらには、高齢者、地域

住民へとその輪が広がり、地域づくりに取り組んでいる社会福祉法人 P の事例について取り上げる。 

 

４．社会福祉法人 P によるソーシャルビジネスの事例  
（１）社会福祉法人 P の概要  

 社会福祉法人 P の沿革、取り組み等については、すでにホームページや出版物、取材記事等に

より紹介されている 10)。本稿は、関連する論文の導入部分としてソーシャルビジネスの特徴について

事例を通じて浮き彫りにすることを主たる目的としている。まず、法人全体の概要に関しては既存資

料を用いて整理することとする。 

①  法人立ち上げの経緯  

 社会福祉法人 P は、現理事長の祖父が 1960 年に知的障害児施設を開所したことに始まる。第

二次世界大戦後、A 県 B 市の寺の住職を任された際、戦災孤児を預かったことから、子どものため

の施設を建てるために県に交渉に出かけた際に児童の施設よりも障害児の入所施設を要請される

なかで、1960 年に宗教法人 G からの土地・建物の寄付により B 市に障害児入所施設（定員 60 名）

を開設した。なお、この時に社会福祉法人格を取得している。 

②  障害児・者の生活支援の取り組み  

 その後、入所児童が 18 歳を超えた際の生活拠点の必要性から 1990 年代初めに 4～5 人をユ

ニットの単位としたグループホームを施設の周辺に 2 カ所開設した。その後、継続的にグループホー

ムを建設していったが、5～6 件目の建設の際（1990 年代後半）、地域で建設反対の動きがあり、半

年ほどで和解することで終息した。この経験が、施設運営と地域住民の関係について地域との表面

的な付き合いだけだったことを振り返る機会となったという。それまでも地域の活動や会合に障害者

の人たちと一緒に参加してきたが、地域の協力・理解を得てより地域と密着した活動として、川の清

掃、体育祭等にも参加するようにしている。この理由は、事例 2 の近くに建設したグループホームの

開設（2015 年 9 月）において、地域の反対を受けたことが背景にあるという。 

さらに、障害者が働ける場として 1995 年に C 町に当初オートキャンプ場の設置を考えたがオール

シーズンの稼働は難しいことからレストランの運営とまちの協力を得て地ビール製造販売 11)を手がけ

る H（当初は入所授産施設。現在は、施設入所支援、就労継続支援 A 型、就労継続支援 B 型、

生活介護）を 1998 年に開設した。 

③  ごちゃまぜ福祉と日本版 CCRC（生涯活躍のまち） 12)の確立  

その後は、後述する事例である廃寺を利用した事例 1 が 2008 年オープン（当初は、就労継続支

援 B 型、生活介護、高齢者デイサービス、その後、天然温泉、カフェ、放課後等デイサービス、児童

発達支援）の他、B 市では、2 つの地域で 2012 年と 2013 年から JR の駅舎の管理と清掃（就労

継続支援 A 型）を市から委託され、2014 年には B’sG（B 市）として法人本部を構え、天然温泉、高

齢者デイサービスのほか、診療所、保育園、児童発達支援、放課後等デイサービス、就労継続支

援 A 型、就労継続支援 B 型、生活介護、グループホーム等をオープンさせた。 
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このような障害の有無、年齢に関わらないことをコンセプトとしたコミュニティづくり（ごちゃまぜ福祉）

は、2014 年に開設された事例 2（障害児入所支援、就労継続支援 A 型、就労継続支援 B 型、就

労移行支援、サービス付き高齢者向け住宅、高齢者通所介護、グループホーム、天然温泉等）に

受け継がれ、日本版 CCRC 構想有識者会議（2015 年 3 月 17 日開催）の中で日本版 CCRC の

先進事例として紹介された。 

そして、2018 年に開設された I では公益社団法人青年海外協力協会と D 市、P が包括連携協

定を締結し、天然温泉、健康増進施設、カフェ、サービス付き高齢者向け住宅、女性障害者向けグ

ループホーム、高齢者デイサービス等の地域共生施設として整備した。現理事長は、青年海外協

力隊での活動経験があり、その関わりから協定が締結され、D 市では青年海外協力隊経験者の移

住が進んでいるという。 

法人運営について  

各事業所には総務があり予算管理はそれぞれで行い、事業の独立採算を高めるための実績を上

げる工夫が求められる。A 市にある法人本部には統括部署があり、視察受け入れ等の管理も行って

いる。職員は入職してから育てる。研修、人事管理・評価は課題である。専門資格がなくても働くこと

ができるので、意欲や姿勢等で評価している。したがって、若くても給料が高い人もいれば、キャリア

の長くても給料が低い人もでることになる。組織を活性化する手法となっているのは、職員全員が毎

年、1 人 1 個以上の新規事業を提案する方式をとり、自分の提案が採用され、企画が決まるとプロ

ジェクトチームが立ち上げられ、企画担当者がリーダーとなり、事業を進めていく。中堅になると、ステ

ップアップのために事業所を任せている。駅舎の管理を行う事業所では、今年から 30 代の職員が

施設長となった。月 2 回、拠点の代表者会議があり、そこで理事長が参加し、理事会を兼ねるときも

ある。食材等は共同で購入することや法人内で生産したものを活用している。 

 

 次に、地域社会（多世代）との協働から交流人口を増やすまちづくりの仕掛けに取り組んだ事例 1、

また、事例 1 の実績を踏んで作られた事例 2 の運営から、社会福祉法人 P のソーシャルビジネス手

法を検討する。また、2 つの事例もすでに雑誌記事等で取り組み内容が取り上げられているため、わ

れわれの聞き取りと重複する内容が多くあるが、聞き取り結果の整理を行う中で、先行資料を使って

補足的な情報を確認することとする。 

 

（２）事例 1（E 市：2008 年開設） 13) 

事例 1 は、廃寺を拠点とした地域コミュニティ拠点である。障害者のグループホーム建設にあたり、

地域の反対にあった経験から障害者と地域住民が共に理解し合うこと、そのために「障害者の参画

と地域の協力」をコンセプトとしている。提供している制度的なサービスは、通所介護（定員 10 名）、

就労継続支援 B 型（定員 14 名）、生活介護（定員 10 名）である（2017 年 8 月調査当時）。 

①  立ち上げの経緯  

事例 1 は浄土真宗大谷派の寺で 2001 年に廃寺となり、5 年以上使われていなかった寺の再興

を頼まれた社会福祉法人 P の理事長が関わり、地域のニーズとして、①建物を使って街を元気にし
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たいということで、人が集まってくる仕掛けを考えた時、温泉が候補に挙がった。法人で第 1 号の温

泉設備のある拠点を作ることとなった。②お寺のある F 町の高齢者の働くところを作ってほしい、③

地域の人が使えるサービスを提供してほしい（法人初の高齢者デイサービス）が浮き彫りになり、3 か

月かけて片付け、温泉（足湯もあり）のあるコミュニティスペースとして 2008 年にオープンした。高齢

化が進行する F 町で廃寺を地域の住民の協力によって再生させたことになる。 

 われわれの調査実施後、2018 年 2 月、事例 2 向かいにある民間の綿糸工場跡地に 15 名定員

の就労継続支援 A 型事業所として運営する健康増進施設と放課後デイサービスが開設された（わ

れわれが訪問した時は一部工事開始時期であった）。ハローワークや特別支援学校に求人を出す

予定とのことだった。 

立ち上げには 1 億 5,000 万円ほどがかかっており、そのうち 4,500 万円が温泉採掘に充てられ

た。その他は改修、家具の調達費用である。返済は 1 年に 230 万円ずつである。2016 年度の福祉

収入は 6,000 万円、その他は 2,800 万円である。6 年目から黒字の経営になった。 

②利用状況  

事例 1 は就労の場でもあり、高齢者や障害者の人たちがともに余暇活動を楽しむ場でもある。高

齢者のデイサービスと生活介護の利用者は一緒の時間を過ごしている。職員が見守りしながら高齢

者が車椅子ユーザーの介助をする様子等があるが、そういう行動を止めさせるのではなく、そのような

環境や人を助ける力が自然に出てくることを大切にしたいと考えている。 

就労継続支援 B 型では、地域住民と共同作業で行う漬物作り、カフェ、環境整備（館内・庭・温

泉の清掃）、畑の仕事を担当している。利用者の作業は、住民に漬物作りのノウハウを教えてもらう

（梅干しの仕込みや道具の用意）ことからはじまり、酒蔵と化粧品会社が共同で作った温泉水を使っ

た化粧水のラベルを貼ることであった。地域の人に、毎日温泉に入ると化粧水が必要ないと言われ

たことがきっかけであった。このように、地域の人と日常的に関わることを大切にしている。漬物は店内

や地元の空港のほか、お中元やお歳暮の贈答用としても販売されている。 

利用年数は 1 年～5 年程度となっている。売り上げに応じて対価を支払うワークシェアの考え方の

もと、1 日 1～2 時間から 5 時間の就労時間（収入は 1 万円未満～4 万円程度）で人によって異な

る。年度ごとにチェックシートに基づく査定評価を行い、能力に応じた時給（工賃）を決めている。 

 職員は正職員 6 名（2 交代：早番（8:30～・10:00～）と遅番あり、宴会が入ると遅くなることも）、施

設長は 2 年目である（P に勤めて 7 年、以前は法人内の他の事業所で入所の相談員、4～5 年在

宅の相談員を勤めていた）。その他、事例 1 の立ち上げから勤めている人が 1 名、6 年目が 1 名、2

年目が 1 名、1 年未満が 2 名、パートは 11 名となっている。 

③地域との関わり  

 利用客は平日で 1 日 100 人、土日になると 200 人ほどである。昼より夜の利用が多い。地域の

人の温泉の利用は無料としている。本堂はレストラン（カフェ、居酒屋、宴会）として利用でき、地域の

人の宴会利用もある（老人会の新年会、民生委員の食事会等）。 

開設当時は地域人口が 55 世帯であったが、現在は 75 世帯に増加している。増えた理由は、20

歳未満の子どもを連れた家族の U ターン者が職場は現在のままで実家のある F 町に家を建てたい
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という動きがみられたことが考えられる。 

 

（３）事例 2（J 市：2014 年開設） 14)  

 老朽化した知的障害児施設の移転先を探す中で下記に挙げる様々な事業所が関わり、2014 年

に全面開設され、後に、日本版 CCRC の先駆的事例として紹介されることになった。障害児入所支

援（定員 30 名）、就労継続支援 A 型（定員 10 名）、就労継続支援 B 型（定員 20 名）、就労移行

支援（定員 10 名）、生活介護（定員 10 名）、サービス付き高齢者向け住宅（32 戸・4 棟、世話人が

食事作り等を担当する）、通所介護（定員 10 名）、訪問介護、在宅支援・相談支援のほか、温泉施

設（地域の人は無料、入浴札を作っている。農家 20 件による野菜販売もあり）・レストラン、共同売

店、アトリエ付き学生向け住宅（2 戸）、学生向け住宅（6 戸）、クリーニング取次店、コインランドリー、

カフェ＆バー、キッチンスタジオ、ボディケア、共同売店、アルパカ牧場、ドッグラン、全天候型グラウ

ンド（クラブチーム、放課後デイサービスの子どもたち等が利用）等を併設した一帯のまちとなってい

る。 

①  立ち上げの経緯  

6～7 年前（2010 年頃）に G の知的障害児施設の建て替えが検討された際、施設は 1.5m の廊

下幅、12 帖の部屋に 5～6 人が生活（全 10 部屋）、共同生活ゆえのトラブルが発生していたこと等

から、感情のクールダウンができ、プライバシーに配慮したプライベート空間が必要であると考えてい

た。G と同じ場所での建て替え（山間地）ではなく市街地の土地を探していた際、かつて結核患者を

収容し、取り壊し後は 10 年間遊休地となっていた病院跡地を国立病院機構から買い取り、施設を

移転した。 

事例 2 の道路向かいに刑務所があるが、30～40 年前に区画整理され、住宅地として整備された。

事例 2 のある町会の住人は 125 世帯・360 人、70 歳以上は 100 人を超える。住んでいる人は高

齢者が多いことから、一人になったら心配なので、楽しく安心できるところを作ってほしいという住民が

必要としていると考えたのは、①近隣の高齢者施設と競合しないようにサービス付き高齢者向け住

宅を建てること（32 世帯・40 人が住む）、②動物を飼っている人も多く、多世代が交流できる場とな

ることからドックランを作ること、③地域には自分の得意技を披露したい、いろいろな人に見てもらえる

よう、温泉施設の中にギャラリーを設けること（美大生が個展を開いたり、子どもの授業参観の際に母

親が学校へ行けるよう下の子どもを預かる一時保育の場としても機能している）であった。 

②利用状況  

施設は 5 つのエリアで構成されており（①天然温泉、高齢者デイサービス、訪問介護、生活介護、

②児童入所施設等、③サービス付き高齢者向け住宅、学生向け住宅等、④共同売店、ボディケア

等、⑤サービス付き高齢者向け住宅、アトリエ付き学生向け住宅等）、非効率かもしれないがいろい

ろな所から声をかけ合えるようにしている。道をあえて蛇行させ、コミュニケーションの機会を生み出す

ようにしたのは、かつて近所の人がまちへ行く際の近道として利用していたことにも関係している。 

料理教室、ウクレレ教室等の活動を行う人に家賃を無料（水道光熱費は負担）として場所を提供

している。ウクレレ教室は、市内に教室を持っていたが、生徒が増え、駐車場の確保や音響の問題
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から、知り合いだった P の代表から紹介されて、教室を移動してきた。事例 2 では、人を呼び込むツ

ールとして活用し、入所している子どもたちや放課後デイサービスの利用児童たちにウクレレを教え

ている。自然体験を行う事業所では学童保育（60 名）を始める。 

彼らは協議会を持っており、1～2 月に 1 回話し合いを持ち、まちの中で自分たちにできることを貢

献しようと取り組んでいる。 

サービス付き高齢者向け住宅の入居者が共同売店の店番を交代で担当するほか、買い出し、売

り上げの管理、庭木の手入れ、畑で作った作物を児童の施設へ届けたり販売する等、仕事を求めて

いる元気な高齢者のワークシェアを実行しているが、すべての人に仕事を提供できているわけではな

い。児童の入所施設は 4 つ、普通の住宅と同様にリビング、個室を用意している。 

近隣に大学が多く、大学生の入居（現在は満室）には、家賃を安くしている分、店で働いたり、障

害児の夕食・風呂介助、添い寝する等、月 30 時間のボランティアを課している。障害者の就労では、

厨房、配食の食事作り・配達、敷地内の環境整備、クリーニング等がある。以前、和菓子の箱折り作

業を依頼されたが、労賃の関係で主な仕事とはしない考えである。 

職員数は正職員 30 名、パート 50 名で 20～50 代。夜勤は 1 人配置で月 10 回必要となるため、

人手不足が課題である。外の空気を取り込み、マンネリにならないように通勤を奨励する意図で、職

員向けの住宅は敷地内にはない。 

行政との関わりは、児童の施設は県の管轄、就労やデイサービスは市の管轄になっており、監査

や事業申請で関わっている。ただ、障害者の就労支援事業や高齢者のデイサービスを同じ事業所

内で展開する場合、玄関や廊下を別にしなければならない等制約が多く、理事長は厚生労働省と

交渉したこともあった。 

②  地域との関わり  

町会を理解する、また町会から理解を得るために、地域の運動会やゴミ当番に関わり、顔つなぎを

行っている。町会長は行事を知らせたり、グループホームやサービス付き高齢者向け住宅の高齢者

のレクリエーションの機会に H へ一緒に出掛ける等、事例 2 に対する理解のある人物である。民生

委員が事例 2 で地域の高齢者を集める企画を立てたこともある。卒業後も県内で仕事をできるよう

大学生のインターンシップの受け入れ等も考えたいとのことであった。 

 

５．まとめと考察 

 社会福祉法人 P は、知的障害児の入所施設からグループホームの建設に取り組みながら地域の

理解を得るための課題について具体的な対応を行ってきたといえる。それは、地域に開かれた活動

を基本として、地域に障害者の生活の場および就労の場を作ることを進め、地域課題である地域再

生への取り組みをソーシャルイノベーションに基づくソーシャルビジネスの視点を導入し、多世代の協

働をつくり出すことで皆が集まって働く場所を核にしたまちづくりを実現するというコンセプトの具体化

といえる。これが、地域社会に排除を生まない、また、地域とともにある施設づくりにつながっている。  

事例 1 は障害者や高齢者の通所事業、事例 2 ではそれらに加えて、住まいのほか、温泉施設や

レストラン等誰もが利用できる場が地域交流拠点として併設され、そこで障害者の就労支援、高齢
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者のワークシェアといったように働く機会を創出している。さらには、大学生に住まいを提供し、生活

支援活動を行うボランティアとして関わらせることで、より自然な交流の機会が生み出されている。 

新しく基幹となる施設を作る時には、地域の課題や住民のニーズを把握して事業を組み立ててお

り、それに全員参加で取り組み、施設内にとどまらない地域の産業とのコラボレーションにより商品開

発を実現している。こうした、障害者・高齢者・学生・地域住民あるいは交流人口の誘い込みや物産

の販売を通じた多角的な取り組みは、住まいと就労機会の２つの柱を基本とした多様なソーシャルビ

ジネスの展開につながっている。 

社会福祉法人 P の取り組みは、障害児・者の自立生活支援におけるサービス提供から地域を巻

き込み多世代が交流することを通じて地域課題解決に向かい、人口や地域経済にも影響を与える

ソーシャルビジネス的な思考と社会的包摂から社会統合を実現するものであることがわかる（図 1 参

照）。 

 

付記  本稿は、JSPS 科研費  17K04231（代表  杉岡直人）による研究成果の一部をなすもので

ある。調査と本稿のまとめに際しては、社会福祉法人 P の関係者に訪問面接調査に際してご協力

いただいたことに厚くお礼申し上げます。また、事例の記述については、聞き取り対象者の確認を受

けましたが、本稿の記述に関する表現および内容に関するすべての責任は執筆したわれわれにある

ことをお断りしておきます。主な執筆は 2、3、4 を杉岡・畠山が担当し、1 および 5 については、杉岡・

大原・畠山が検討と話し合いによりまとめたものである。 
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図 1 社会福祉法人 P の事業展開図  

学生     シェア型 住 宅      生活支援活動 

障害者の自立  

多世代交流  

経済の活性化  

地域コミュニティの活性化→交流人口・地域人口増  

社会的包摂→社会統合  

高齢者    CCRC 型 サ高 住     ワークシェア・副

 

（知的）障害児 入所施設→ 

（知的）障害者   グループホーム       自立型就労  
天然温泉  

研修設備  

カフェレストラン 

ウェルネス 

特産品製造販売  

整形・内科クリニック  

ドッグラン 

生活支援・DS 

住まい 就労機会 

新型地域交流拠点＝ソーシャルビジネス  

地域共生社会の実現  
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注  

1)アメリカにおいて、健康なうちに転居して生活する退職者のコミュニティを指す。 

2)雇用困難な障害者を対象として必要な訓練を行う施設。 

3)授産施設等の更生援護施設において訓練を修了し、重度の障害で作業能力があるが、一般企

業に雇用されることが困難な者を対象として最低賃金等労働関係法の適用を受ける施設。 

4) 企業等への就労を希望する通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、①

生産活動、職場体験等の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のため

に必要な訓練、②求職活動に関する支援、③その適性に応じた職場の開拓、④就職後における職

場への定着のために必要な相談等の支援を行う。標準利用期間は 2 年であるが、必要性が認めら

れた場合に限り、最大 1 年間の更新可能。 

5) ①移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった、②特別支援学校を卒業し

て就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった、③就労経験のある者で、現に雇用関

係の状態にない等通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能で

ある者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他

の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行う。 

6) ①就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者、

②就労移行支援事業を利用（暫定支給決定における利用を含む）した結果、本事業の利用が適当

と判断された者、③①及び②に該当しない者で、50 歳に達している者又は障害基礎年金 1 級受給

者に対して、通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者

に対して、就労機会の提供及び生産活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の

向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。 

7) 2014 年度で小規模作業所は約 6,000 か所、共同作業所は 1,800 か所（WAM 福祉のしごとガ

イド職場編（2015 年）共同作業所（小規模作業所）より）、利用者は 2012 年で 6,000 人（厚生労

働省障害者の就労支援より）おり、これらの中にも地域活動支援センターや就労継続支援 B 型へ

移行している事業所もあるが、正確な数値は把握されていない。 

8) 身体障害者は 348 万人（2006 年身体障害児・者実態調査結果）→420 万人（2018 年版障害

者白書）、知的障害者は 29 万人（2005 年度知的障害児（者）基礎調査結果の概要）→84 万人

（2018 年版障害者白書）、精神障害者は 300 万人（2005 年患者調査の概況）→365 万人（2018

年版障害者白書）。 

9) NHK 教育テレビハートネット TV（2017 年 11 月 22 日（水）放送）「食い物にされる“福祉”―障

害者の大量解雇問題を追う」より。 

10) 保健・医療・福祉サービス研究会の『Vision と戦略』では、2015 年 9 月、10 月、12 月、2017

年 6 月に理事長への取材記事や各事業所について取り上げた特集が組まれている。また、日本版

CCRC 構想有識者会議委員にもなっていた三菱総合研究所プラチナ社会研究センター主席研究

員松田智生氏の『日本版 CCRC がわかる本―ピンチをチャンスに変える生涯活躍のまち』（2017 年、

法研）、理事長が監修して発刊された『ソーシャルイノベーション―社会福祉法人 P が「ごちゃまぜ」
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で挑む地方創世！』（2018 年、ダイヤモンド社）などがある。 

11) 酒税法が改正され、酒類の販売に規制緩和が行われた。 

12) 日本版 CCRC は、生涯活躍のまちと言われ、2014 年 12 月 27 日に閣議決定した「まち・ひと・

しごと創生総合戦略」の「地方移住の推進」の主な施策として日本版 CCRC の検討が取り上げられ

た。その後、2015 年 2 月より日本版 CCRC 構想有識者会議が 10 回にわたり開催され、「生涯活

躍のまち」構想最終報告では、①高齢者の希望の実現、②地方へのひとの流れの推進、③東京圏

の高齢化問題への対応として「東京圏をはじめとする地域の高齢者が、希望に応じ地方や「まちな

か」に移り住み、地域住民や多世代と交流しながら健康でアクティブな生活を送り、必要に応じて医

療・介護を受けることができるような地域づくり」を目指すものとしている。 

13) 聞き取り内容のほか、施設長へのインタビュー記事（「障害者も高齢者も子どもも集まり自然に

交流する場  事例 2（A 県 E 市）」『医療と介護 Next 秋季増刊』p83-88，2017 年、メディカ出版）

や『ソーシャルイノベーション―社会福祉法人 P が「ごちゃまぜ」で挑む地方創世！』（2018 年、ダイ

ヤモンド社）を参照した。 

14) 聞き取り内容のほか、『ソーシャルイノベーション―社会福祉法人 P が「ごちゃまぜ」で挑む地方

創世！』（2018 年、ダイヤモンド社）を参照した。 
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論文

社会福祉法人 P による共生社会のまちづくり（２）  
－ソーシャルビジネスと財務データの分析―

大原昌明・杉岡直人・畠山明子（北星学園大学）

要旨

これまで障害者雇用について、多くの研究が取り組まれてきたが、最近は生活困窮者支援や若

者の就労支援に関して、コミュニティにおける事業推進を基本とするソーシャルビジネスやソーシャル

ファームに関する取り組みが主流となりつつあり、できるだけ一般就労への道筋を考えるようになって

いる。そこにシェアリングエコノミーや多世代居住の住宅政策を含めた地域共生社会の構築の基礎

が位置づけられる。

本稿は、社会福祉法人の地域社会へのつながりや生産的な活動を含めたソーシャルビジネスを

意図したまちづくりの事例考察（1）とその社会福祉法人の財務分析（2）2 つの連続した論文として

取り組んだものである。（2）で取り組んだ結果は、ソーシャルビジネスの考え方を社会性・事業性・革

新性というキーワードのもとに整理し、ソーシャルビジネスの担い手としての社会福祉法人を事例対

象に財務分析を行って考察した。そしてソーシャルビジネスの展開においても提供する商品やサービ

スのコストを重視する必要があることを主張した。

キーワード：障害者就労 まちづくり ソーシャルビジネス

１．研究の目的 

 社会福祉分野における制度改革は貧困問題に続いて児童問題および戦争による障害者のリハビ

リテーションに関する取り組みとして展開してきた。その中でも権利回復としての運動は障害者運動

によるものが中心になってきたといえる。とくに障害児の福祉問題は発達にともなう社会参加における

移動支援や地域移行にみられる居住の場の改善問題にはじまって雇用の問題へと重点課題がシフ

トしており、現代においては、地域社会の中で生活し一般就労を想定した雇用機会の確保を通じて

社会参加を実現することが基本的な課題となっている。

けれども、そのために必要とされる障害者雇用の重要性は 2018 年度に指摘された官公庁におけ

る障害者雇用率の達成をめぐる深刻な不正は、障害者が働く機会を保障されるための社会の認知

や理解について大きな障壁が残されていることを浮き彫りにしたものであった。我々はこれまで障害

者雇用について研究に取り組んできた（杉岡・畠山・大原  2018；大原・杉岡・畠山  2016 など）が、

最近は生活困窮者支援や若者の就労支援に関して、コミュニティにおける事業推進を基本とするソ

ーシャルビジネスやソーシャルファームに関する取り組みが主流となりつつあり、できるだけ一般就労

への道筋を考えるようになっている。そこにシェアリングエコノミーや多世代居住の住宅政策を含めた

地域共生社会の構築の基礎が位置づけられる。われわれは、共生社会の建設にとって期待さ
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れるのは、多様な人材の自由で自主的な参加に基づく雇用機会を働く人々の権利を保証し

ながら実現していくことでなくてはならないと考えている。本稿において、近年、強調さ

れている社会福祉法人の地域社会貢献をとくにソーシャルビジネスを用いた地域経済の振

興を障害者・高齢者とともに推進している事例を取り上げ、どのような仕組みがその地域

課題解決に結びつくのかを明らかにすることを目的としている。本稿と関連する（１）で

は、社会福祉法人 P によるソーシャルビジネスの導入事例を考察した。続く本稿（２）の目的は、ま

ず、ソーシャルビジネスそのものに立ち返り、日本におけるソーシャルビジネスの特徴と役割期待を整

理する。次に、事例とした社会福祉法人Ｐの公表財務諸表に基づいて法人の財務的特徴を分析す

るとともに、ソーシャルビジネスを展開する事業者にとって重要な会計的視点を提示しようとするもの

である。 

 

２．研究の対象と方法、手続き 

 本稿で取り上げた対象事例は、社会福祉法人 P が運営する 2 つの事業所（事例 1 、事例

2）であり、障害者福祉施設を運営していた社会福祉法人 P はグループホームの建設や就

労支援の事業所運営を手がけるなかで障害者が地域で生活する環境を従来とは異なる地域

住民や高齢者との交流を取り込んだ空間設計とソーシャルビジネスの視点を取り入れた雇

用機会を提供する CCRC のモデルと称された共生型のサービスを展開している。  

2017 年 8 月 2～3 日に事例 1、事例 2 に対して、法人本部の調整を受けて運営責任者に

聞き取り調査を実施した。  

倫理的配慮については、北星学園大学研究倫理審査委員会（全学危機管理委員会）の承

認（2017 年 7 月 6 日）を受けており、調査対象者に対する説明と同意の手続きに関して

は、日本社会福祉学会研究倫理指針に基づき、回答していただく内容は、研究目的以外に

は一切使用しないこと、回答できる範囲のことで強制はされないこと、学会等での研究報

告、論文や報告書等を作成する際には、調査協力者に関して、個人情報に配慮するもので

あることを書面にて説明し、同意・確認書をそれぞれが保管することとした。  

 

３．日本のおけるソーシャルビジネスの展開 

（１）特徴と役割期待  

三菱 UFJ リサーチ&コンサルティングが実施した調査報告書（2015 年 3 月、内閣府の委託調

査）で、社会的企業の社会的事業による収益が  10.4 兆円（三菱 UFJ）と推定されているように、社

会的事業に取り組む事業者が一定規模で定着している。 

ここで社会的企業（Social Enterprise、Social Entrepreneurship）は「社会的事業とビジネス

手法とのハイブリッド」（塚本・山岸、p.iii）といわれる。また「社会的目的と経済的目的の両方を満た

す新機軸のビジネスモデル」（OECD 編著、p.15）ともいわれる。つまり、社会的企業とは、地域課題

を含む社会課題解決を事業目的としたビジネス遂行主体の総称であり、事業目的で見れば社会的

事業（Social Business：ソーシャルビジネス）ということになる。 

43



日本における「ソーシャルビジネス」という用語は、経済産業省「ソーシャルビジネス研究会報告書」

（2008 年 4 月。以下、研究会報告書）において脚光を浴びたといっても過言ではないだろう。研究

会報告書では、ソーシャルビジネスの現状を分析し課題と解決策を検討し、ソーシャルビジネスの 3

要件を示している。すなわち次の 3 要件である（研究会報告書、p.3）。 

①社会性：現在解決が求められる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：①のミッションをビジネスの形に表し、継続的に事業活動を進めていくこと。 

③革新性：新しい社会的商品・サービスや、それを提供するための仕組みを開発したり、活用し

たりすること。また、その活動が社会に広がることを通して、新しい社会的価値を創出

すること。 

上記 3 要件を満たす事業を行う主体がソーシャルビジネス事業者ということになる。 

ソーシャルビジネス研究会報告書を受けて、国や地域の関係者がどのようにソーシャルビジネスを

推進していくべきかを検討して公表されたのが経済産業省「ソーシャルビジネス推進研究会報告書」

（2011 年 3 月）である。この報告書では、先の研究会の考え方を敷衍して、ソーシャルビジネスにつ

いて社会性、事業性、革新性を要件に掲げるとともに、ソーシャルビジネスを「様々な社会的課題

（高齢化問題、環境問題、子育て・教育問題など）を市場として捉え、その解決を目的とする事業」

（推進報告書、p.4）と定義した。上記 3 要件のうち、社会性や事業性はまだしも革新性の要件を満

たすことは難しい（１）。とはいえ、ソーシャルビジネスの 3 要件のうち革新性を強調する考え方もある。

それはソーシャルイノベーションといわれる。 

ここでソーシャルイノベーションとは、「社会的課題の解決に取り組むビジネスを通して、新しい社

会的価値を創出し、経済的・社会的成果をもたらす革新」（谷本等、p.8）と定義される。この定義に

見られるように、ソーシャルイノベーションには、①社会課題の解決をミッションにすること、②ビジネス

の手法を用いること、③社会的成果と経済的成果が求められること、④新しい社会的価値を創出す

ることという、4 つのポイントがある（谷本等、pp.8-9）。この中でとくに重視されるのが社会的価値の創

造であり（服部、p.25）、ソーシャルイノベーションはソーシャルビジネスの遂行によって果たされる（浅

野、p.52）。したがって、ソーシャルイノベーションはソーシャルビジネスの範疇に含められるが、とりわ

け、新しい社会的価値の創出を強調したものであると解釈できる。 

ところで、ソーシャルビジネスそのものの動きとは別に、社会全体の社会課題解決への役割期待も

ますます高まっている。 

政権交代直後の 2013（平成 25）年 4 月、内閣府は共助社会づくり懇談会を組織した。2015（平

成 27）年 3 月に同懇談会から出された報告書によれば、「共助社会」を実現するために「個人の多

様な価値観や意思が尊重されながら、新たな『つながり』が構築され、全員で作り上げていく社会」

（懇談会報告書、p.3）を目指すことがうたわれた。ここでは目指すべき社会の実現のために、8 つの

主体（①地域住民、②地縁組織、③NPO 等、④企業、⑤ソーシャルビジネス、⑥地域金融機関、

⑦教育機関、⑧行政）とそれぞれにかかわる 24 の課題が提示された。この中で、ソーシャルビジネス

については、ソーシャルビジネスの経済的な自立・ソーシャルビジネス事業者の経営ノウハウの向上、

そして地域の中小企業によるソーシャルビジネスへの参入という 3 つが課題として挙げられた（懇談
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会報告書）。 

他方、ニッポン一億総活躍プラン（2016 年 6 月 2 日閣議決定）を受けて、厚生労働省は「地域

共生社会」をキーワードに掲げ諸施策を実施しつつある。地域共生社会とは制度・分野ごとの「縦割

り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画

し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生き

がい、地域をともに創っていく社会である。この社会の実現のため、市町村における包括的な支援体

制の整備に着手している。ここでは、住民が主体となり「我が事・丸ごと」の地域福祉の推進が目標と

されている（厚生労働省）。 

「共助社会」や「地域共生社会」は主体的に取り組むプレーヤーに軽重があるものの、現在・将来

の社会課題を解決するために「つながり」をキーワードにしている点で同一である。厚労省は「丸ごと」

を受け止める場として地域住民ボランティア、地区社協、市区町村社協の地区担当、地域包括支

援センター、相談支援事業所、地域子育て支援拠点、利用者支援事業、社会福祉法人、NPO 法

人等を例示している。ここにはソーシャルビジネス事業者は明示されていないが、当然、地域子育て

支援や利用者支援の事業主体、あるいは NPO 法人が行う事業にソーシャルビジネスとしての側面

が含まれると考えられる（２）。 

 

（２）ソーシャルビジネスの担い手  

ソーシャルビジネスの担い手であるソーシャルビジネス事業者をどのように捉え位置付けるかには

いくつかの方法が考えられる。 

研究会報告書では革新性を所与とし、社会性と事業性の 2 軸でソーシャルビジネスの担い手をプ

ロットしていた（研究会報告書、p.3）。そこで、研究会報告書が示した図に基づき、イノベーションを

意識的に強調して表現しようとしたものが図 1 である。 

 

図 1 イノベーションを意識したソーシャルビジネスの担い手  

（「ソーシャルビジネス研究会報告書」p.3 の図に加筆修正の上、大原作成） 
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図 1 の中にある社会志向型企業は研究会報告書では具体的に示されていないが、それは株式

会社形態で社会課題の解決に取り組むビジネス主体であり（谷本等、p.3）、ソーシャルベンチャーを

指す（宍戸、p.148）。 

他方で、事業がソーシャルイノベーションをもたらすとすれば、ソーシャルインクルージョン（社会的

包摂）の理念のもとに社会的弱者（たとえば障害を持つ者）の働く場の創出を目標にするソーシャル

ファームや、社会福祉法人や公益法人など非営利組織に分類される法人のうちソーシャルイノベー

ションを掲げて活動する法人もまた、図 1 の立体網掛け部分（ソーシャルイノベーションの創出）の範

疇に含められるべきである。 

ここで、日本におけるソーシャルビジネスをイメージするために、日経ソーシャルイニシアチブ大賞

（現日経ソーシャルビジネスコンテスト）の受賞組織を紹介したい。本賞では審査の視点として①社

会性（社会的課題の解決を事業のミッションとしている）、②事業性（ビジネス的手法を用いて継続

的に事業活動を進めている）、③革新性（新しい事業モデルや社会的価値を創出している）を掲げ

ている（日経ソーシャルイニシアチブ大賞 HP）（３）。 

表 1 日経ソーシャルイニシアチブ大賞の変遷  

 
（日経ソーシャルイニシアチブ大賞 HP 等を参照して大原作成） 

 

図 1 および表 1 から分かるように、日本におけるソーシャルビジネスは、多様な組織が担い手にな

ることが特徴である。しかも、表 1 の受賞者には、一般企業とは別に社会志向型企業や公益法人

（公益社団・財団や一般社団）が多数含まれている。 

さて、図 1 で、研究会報告書の図に新たに付け加えた担い手（社会福祉法人等、ソーシャルファ

ーム、公益法人等）のうち、とくにソーシャルファームについて触れておく。 

周知のように、ソーシャルファームは 1970 年代にイタリアで生まれたといわれている（NPO 人材開

日経ソーシャルイニシアチブ大賞

大賞 認定NPO フローレンス NPO えがおつなげて 株式会社 味の素 認定NPO ピースウィンズ・ジャパン
公益財団 ケア・インターナショナル ジャパン

公益財団 プラン・ジャパン
内容

国内部門賞 株式会社 ケアプロ NPO マドレボニータ コミュニティ・ユース･バンクmomo 株式会社 シュアール
国際部門賞 認定NPO TABLE FOR TWO Intl 米国NPO コペルニク 合同会社 ARUN 認定NPO ACE
企業部門賞 株式会社 ユニ・チャーム 株式会社 伊藤園 株式会社 サラヤ
東北復興支援部門賞 NPO オンザロード － －
東北部門賞 － NPO カタリバ 公益社団 sweet treat 311 －
地域部門賞 － － － 認定NPO 侍学園スクオーラ・今人
新人賞 － NPO クロスフィールズ NPO Homedoor NPO 虹色ダイバーシティ
クリエイティブ賞 － 株式会社 気仙沼ニッティング NPO 東北開墾 NPO インターナショクナル
特別賞 公益社団 ACジャパン 個人 やなせたかし 個人 竹下 景子 個人 知花 くらら

個人 藤原紀香 個人 EXILE

日経ソーシャルビジネスコンテスト

第1回（2017年度）

海外支援賞 NPO
内容

地方創生賞 株式会社
内容

特別賞 一般社団
内容

第2回（2018年度）

大賞 株式会社
内容

優秀賞 一般社団
内容

優秀賞 株式会社
内容

日本発祥「富山の置き薬」システムを用いてアフリカ農村部の人々へ医薬品を届ける自立型ソーシャルビジネス

「ラストワンマイルをつなぎ、持続可能な地域社会を」地域出張型学習塾ブランチ

こどもをもつがん患者のコミュニティーサービス

バングラデシュにおけるIT・ＡＩ活用による健診と遠隔医療のサービス

第1回（2013年度） 第2回（2014年度） 第3回（2015年度） 第4回（2016年度）

日本初の「共済型・非施設型」の病児保
育サービス

企業とタイアップし農村資源の活用と農
業・農村の魅力を体感する「企業ファー
ム」事業

途上国における離乳期の子供の栄養改
善サプリメントの開発

災害救助犬・セラピー犬の育成や、殺
処分ゼロを目指した保護・譲渡活動を展
開（「ピースワンコ・ジャパン」事業）

AfriMedico（アフリメディコ）

コラボプラネット

キャンサーペアレンツ

おてつたび

miup

RAC

困難を抱えた子どもを対象にした地域による短期里親制度やショートステイ協力

人手不足やPR不足に悩む地域と若者のニーズをマッチングするサービス提供
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発機構、p.145）。ソーシャルファーム・ヨーロッパ（CEFEC）あるいはソーシャルファーム・イングランド

（SFE ）では、ソーシャルファームを社会的企業（Social Enterprise）の一種と位置付けている

（CEFEC および SFE ホームページ）。その上で、「ソーシャルファームの具体的な社会的目的は、

労働市場において障害を持っているか、著しく不利な立場にある人々のために、持続可能な有給雇

用を創出することである。これらの企業は、市場指向型の財やサービスの生産を通して社会的ミッシ

ョンを達成している」（CEFEC ホームページ）と定義する。また SFE ではソーシャルファームを「雇用

や訓練の機会を創出する企業」（SFE ホームページ）とも定義している。 

このようなソーシャルファーム導入の必要性は、日本においても検討が進められて来た。たとえば

NPO 人材開発機構による「新しい障害者の就業のあり方としてのソーシャルファームについての研

究調査」（2011 年 3 月）で、「一般就労でも福祉的就労でもない、第三の雇用の場」（NPO 人材開

発機構、p.7）として検討が加えられている。このような「第三の雇用の場」の創出は、まさに革新的で

あるといえる。こうした検討と相まって、日本でも、異なるセクターの法人が、法制度が整っていない中

でソーシャルファーム的活動を展開している。 

ところで、ソーシャルビジネスの興隆に欠かせない存在として個人事業主は看過できない存在であ

る。イノベーションを生み出すためには、「共に働く様々な人（チーム）の組織内・外における協力」

（谷本等、p.50）が不可欠であるが、地域課題・社会課題の発掘とその解決策は個人の着眼点に

負うところが多い。しばしば社会的企業家あるいは社会的起業家などと称されて紹介されるが、多く

の場合、法整備されていない分野の課題を発見し、既存の制度の枠を超えて解決策の道を探って

いる。その起業家たちは事業収入や、助成金・補助金などの外部資金と事業を支える人的資源に

よって継続的な事業を展開している。それがビジネスとして成立しているからこそ、ソーシャルビジネス

として認知される。 

 

（３）福祉事業におけるソーシャルビジネス  

上述のようなソーシャルビジネスの観点から福祉事業を見れば、社会福祉法上の第 1 種社会福

祉事業および第 2 種社会福祉事業そのものは、ソーシャルビジネスの範疇には含まれない。法に規

定された事業が社会性を持ち、さらに事業性を持っているとしても革新性がない、いいかえれば法が

想定する範囲内の事業であるからである。社会福祉法等に掲げられた事業は、いわゆる社会事業

家の志を実現する事業である。これらの事業は、事業遂行に対する一定程度の報酬を受けることが

できる反面、さまざま面で法による規制を受ける。つまり法の枠内において活動する事業ということに

なる。ソーシャルイノベーションを、文字通り社会変革と解せば、社会福祉変革をもたらすことが福祉

事業におけるソーシャルビジネスになる。 

ソーシャルビジネスとしての福祉事業を構想する場合、より大きな観点から捉える必要がある。つま

り、先に触れた共助社会や地域共生社会、いいかえれば、お互いに助け合い、人と人、人と資源が

世代や分野を超えて「丸ごと」つながるまちづくりの視点である。中原（2016）が提起しているように、

いわば個別課題を社会的なシステム的に捉え直すことが肝要となる。そのひとつとして、ソーシャルビ

ジネスを対象とした法人制度の設立（４）や、ソーシャルファームを法人化するという方法も考えられる。
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しかし、共助社会や地域共生社会の実現が法人制度の整備で達成されるわけではない。むしろ、共

助社会や地域共生社会を想定し、現行法の枠を超えて事業を構想し、そこにビジネスの視点を持

つことで、「福祉のまちづくり」に関するソーシャルビジネスが生まれる可能性が高まる。本稿で考察対

象にした事例では、本来事業では解決できない社会課題に立ち向かい、互いに関連し相乗効果を

生み出す新しい枠組みを創出した取り組みを行っている。根底にある考え方は共助であり共生であ

り、つながりであることは間違いないだろう。 

他方で、社会福祉法等の現行法を無視することができない側面もある。このとき、法規制の枠外

で独自の事業を行うか、あるいは法規制を利用して、たとえば介護報酬を得ながらも別枠で独自の

活動を行うという試みがある。昨今、法の枠を超えて事業を行う個人あるいは組織が散見されるよう

になったが（杉岡等）、そこに革新性の芽があることは間違いない。営利組織・非営利組織を問わず、

福祉・介護事業は指定を受けて報酬を受け取ることで事業を遂行していることが多いが、ソーシャル

ビジネスとして福祉事業を遂行するのであれば、法規制を乗り越える発想が必要であろうし、革新的

取り組みを広げるためのアドボカシーも必要であろう。 

 

４．決算データから見た事例法人Ｐの特徴 

（１）決算データから見る事例法人Ｐの概要  

最後に、ソーシャルビジネスにかかわる資金調達や収支構造について触れておきたい。社会課題

解決という社会性を有し、その事業が革新的であったとしても、事業を立ち上げ、継続することは並

大抵のことではない。つまり事業性の問題である。 

本稿の事例法人である社会福祉法人Ｐは、直近の資産規模が約 73 億円、損益計算ベースのサ

ービス収益が約 24 億 7,000 万円である（５）。また、資金収支ベースの事業活動収入は約 24 億

9,700 万円ある。そこで、把握できる 2017 年度（2018 年 3 月期）までの 3 期間（一部 2 期間）のデ

ータに基づいて貸借対照表、事業活動計算書および資金収支計算書から、その特徴と課題を概

観しておきたい。まずは貸借対照表の構成比率である（図 2）。 

 
           図 2 貸借対照表の構成比率  （公表財務諸表に基づき大原作成） 

 

図 2 のパーセント表示は、総資産に対する流動資産と固定負債の割合、および総資産に対する

流動負債・固定負債・純資産の割合を示している。 

図 2 欄外に記載したように、総資産は年々増加しているが、3 期平均総資産（約 67 億 5,300 万

流動資産 流動負債 流動資産 流動負債 流動資産 流動負債
16.2% 9.6% 15.3% 9.6% 10.2% 4.3%

固定負債 固定負債 固定負債
47.3% 52.1% 57.0%

固定資産 固定資産 固定資産
83.8% 純資産 84.7% 純資産 89.8% 純資産

43.1% 38.3% 38.7%

※総資産額は千円未満切り捨て。

総資産59億7,357万円 総資産69億9,352万円 総資産72億9,358万円

貸借対照表
2016年3月末

貸借対照表
2017年3月末

貸借対照表
2018年3月末
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円）のうち、総負債（流動負債＋固定負債）は約 40 億 6,000 万円であり、総資産の約 60％が負債

である。総負債を 100％とすれば、その約 13％が流動負債、約 87%が固定負債であった。このこと

から、事例法人Ｐは外部調達資金への依存割合が高く、とりわけ支払期限が長期にわたる負債が

多いといえる。また総負債が多いということは、未収金・未払金以外の有利子負債が多額である場

合が多い。事実、この法人の場合、流動負債のうち 1 年以内返済予定設備資金借入金残高は

2018 年末で約 1 億 3,000 万円であり、固定負債のうち長期運営資金借入金残高は約 2 億 9,000

万円であった。このような外部調達資金は利息の支払いを伴う。事例法人Ｐの場合、2018 年度の支

払利息は年間約 3,800 万円であった。一方、現金預金の 3 期間平均残高は 2 億 8,200 万円であ

った。2018 年 3 月末の現金預金期末残高は 3 億円を超えているため、利息の支払いのみで見れ

ば問題ないように思われる。 

他方、事業活動計算書におけるサービス活動収益は 3 期平均 22 億 6,000 万円程度で年々増

加している。それに対してサービス活動費用は約 23 億 6,200 万円であり、経常増減差額は 3 期と

もマイナスで、毎年 1 億円程度の赤字となっている。 

繰越活動増減差額が潤沢に計上されていることから、過去においては毎年度の活動増減差額が

プラスであったことが想定できる。したがって、直近の 2 期の経常増減差額のマイナス分が次期繰越

活動増減差額を減少させる原因となっている（図 3 参照）。 

 

   図 3 事業活動計算書の要旨  （公表財務諸表に基づき大原作成） 

 

おもな経営分析比率をまとめたのが表 2 である。 

まず財務安全性の観点から概観する。 

流動比率（流動資産／流動負債）は良好である。当座比率（現金預金／流動負債）は 2015 年

度・2016 年度に悪化したが、流動比率とともに 2017 年度に回復しており、おおむね良好と判断で

きる。先に触れたように、総資産に対する総負債が約 60％であるので、当然、純資産比率（純資産

／総資産）は約 40％となる。また、固定長期適合率（固定資産  ／（固定負債＋純資産））は 3 期と

もおおよそ 93.5％で安定しており、100％以下であることが望ましいという点から見ればおおむね問

題はないと判断できる。 

2015年度 2016年度 2017年度 3期平均
サービス活動収益 2,077 2,229 2,470 2,259
サービス活動費用 2,130 2,387 2,568 2,362
サービス活動収支差額 △ 53 △ 158 △ 97 △ 103
サービス活動外収益 34 34 26 31

借入金利息補助金収益 0 0 0 0
サービス活動外費用 31 34 39 35

支払利息 31 34 38 34
経常増減差額 △ 50 △ 158 △ 109 △ 106
特別収益 156 318 330 268
特別費用 78 305 321 235
当期活動増減額 27 △ 144 △ 100 △ 72
前期繰越活動増減差額 1,182 1,206 1,042 1,143
当期末活動増減差額 1,210 1,061 941 1,071
次期繰越活動増減差額 1,206 1,042 1,007 1,085
※単位未満は切り捨て。なお必要な金額のみを抽出している。

（単位：百万円）
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次に収益性の観点から概観する。先に触れたように、経常増減差額は 3 期ともマイナスであるた

め、経常増減差額率（経常増減差額／サービス活動収益）もまたマイナスの比率である。ただし、人

件費比率（人件費／サービス活動収益）、事業費比率（事業費／サービス活動収益）、事務費比率

（事務費／サービス活動収益）、そして減価償却費比率（減価償却費／サービス活動収益）とも、3

期で見ればそれぞれに安定しており大きな問題はない。保有資産の効率的利用の程度を見る総資

産経常増減差額率（経常増減差額／総資産）は、経常増減差額がマイナスであったことから比率

自体もマイナスになった。 

表 2 おもな経営分析比率  

 
       （公表財務諸表および WAM NET（６）の分析結果に基づき大原作成） 

 

最後は資金繰りの観点である。先に触れた借入金や支払利息の法人に対する負担の重さを資

金収支計算書（直近 2 期分のみ）で計算すると、借入金償還余裕率（借入金元利払額／事業活

動資金収支差額）は、2016 年度で 297.6％、2017 年度に至っては 1235.8％となっている。このこ

とは事業活動資金収支差額では元本の支払いに窮することを意味し、この点だけを捉えれば資金

繰りはかなり厳しい状況にある。2017 年度の設備資金借入金元金償還支出が 2016 年度の約 1

億 5,600 万円から約 15 億 700 万円と約 10 倍になっていることから、今後、借入金の元金返済額

と利息分を毎期どのように確保するのかが大きな課題である（７）。とはいえ、事業資金の獲得能力を

見る事業活動資金収支差額率（事業活動資金収支差額／事業活動収入）はプラスであることから、

資金繰り全般にわたる詳細な分析を行う必要があり、上記 2 指標のみでの資金繰りの判断は困難

である。 

さて、社会福祉法人が継続して事業を行うためには、本来事業に関わる施設設備の充実と収益

源の確保が必要である。福田（2009）の指摘を待つまでもなく、福祉事業は本質的に不採算の事業

である（８）。こうした事業を行いつつ、共生社会の実現を視野に入れてソーシャルビジネスを行うため

には、まずはストックとフローを意識した事業運営を行わなければならない。 

 

（２）ソーシャルビジネスにおける会計指標の着眼点  

事業規模の大小、組織形態の違いを問わず、ソーシャルビジネス事業者にとって、安定的な事業

収入（売上高・補助金等）や資金調達先の確保は、事業の継続性と発展のために避けて通れない。

2015年度 2016年度 2017年度 平均 参考：全国平均
流動比率 169.6% 159.9% 234.5% 178.6% 356.8%
当座比率 47.8% 39.4% 97.7% 54.4% 234.2%
純資産比率 43.1% 38.3% 38.7% 39.9% 75.6%
固定長期適合率 92.6% 93.7% 93.9% 93.5% 84.4%
経常増減差額率 -2.4% -7.1% -4.5% -4.7% 3.5%
人件費比率 48.8% 52.3% 51.1% 50.8% 66.5%
事業費比率 9.0% 8.0% 7.4% 8.1% 14.0%
事務費比率 10.1% 10.4% 9.8% 10.1% 10.0%
減価償却費比率 11.7% 12.1% 11.2% 11.6% 6.6%
総資産経常増減差額率 -0.8% -2.3% -1.5% -1.6% 1.5%
借入金償還余裕率 － 297.6% 1235.8% 931.7% 53.0%
事業活動資金収支差額率 － 2.6% 5.0% 3.8% 8.2%
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そこでここでは、ソーシャルビジネスのサスティナブルな発展を考察した Martin=Thompson（2010）

の論考に依拠して、ストックとフローとは異なる視点から留意すべき点を指摘したい（９）。 

Martin=Thompson は、社会的企業を小規模企業になぞらえて、小規模企業で最低限必要と

されるコスト意識に基づく価格決定問題を解決しなければならないとして、次の項目を挙げている

（pp.41-42）。 

販売価格  

売上原価  

売上総利益（販売価格－売上原価） 

粗利率（売上総利益／販売価格）  

固定費  

純利益  

純利益率（純利益／販売価格） 

損益分岐点（固定費／粗利率） 

販売価格は商品やサービスの提供単価であり、これに販売数量を乗じると売上高が算出される。

ここでコスト意識は組織全体の収益や費用が均衡することとともに、提供する商品やサービスのひと

つひとつも均衡するかどうかを意識することである。 

非営利組織である社会福祉法人会計においては、たとえば売上高は、事業活動計算書のサービ

ス活動収益に相当する。また売上原価はサービス活動費用、売上総利益（粗利）はサービス活動増

減差額となる。もちろん、社会福祉法人は非営利組織であり、収支においては収支均衡が原則であ

る。しかし組織全体のサービス活動収益がサービス活動費用を上回ることが理想であるし、サービス

活動増減差額がマイナスであれば、最終的な損益（当期活動増減差額）もマイナスの可能性が高く

なる。 

先に述べたように、福祉事業が総じて不採算事業であると考えられても、本来事業では収支均衡

を目標にすることは必要なことである。そのため、もっとも基本になるのが、商品やサービスの提供単

価の設定であり、単価が原価に見合っているかである。もちろん Martin=Thompson による提案は、

英国における社会的企業全般を対象にした提案であり、日本の社会的企業（組織）やソーシャルビ

ジネス（事業）、そして社会福祉法人そのものが対象ではない。とはいえ、社会福祉法人という法人

格を有し、さらに新たな社会課題解決の手法としてソーシャルビジネスを用いることを想定すれば、継

続してソーシャルビジネスを行うために参考になる提案であると考えられる。なぜなら、そのいずれもが

企業会計における基本的指標（比率）で、事業を展開する上で必然的に測定される指標であるから

である。 

 

５．まとめと考察 

我々の着眼点は、障害者支援という観点から、ソーシャルイノベーションを重視したソーシャルビジ

ネスの一形態であるソーシャルファームに意義を見いだすとともに、社会福祉法人における障害者雇

用に関するソーシャルビジネスに地域共生社会を実現する可能性があることを前提にした。このこと
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は、地域共生社会の実現において社会福祉法人が重要な役割を演じる存在であり、法に規定され

た社会福祉事業のみならず、従来にない新しい形での事業を展開する必要があるというところにあっ

た。そのために社会福祉法人がソーシャルビジネスを指向すべきであるとの考え方のもと、事例法人

Ｐを対象にして、現在の事業内容を整理するとともに、本稿においては、日本におけるソーシャルビ

ジネスの展開を概観し、事例法人Ｐの決算データの解釈を行うとともに、英国の文献を取り上げ、そ

の考え方が日本のソーシャルビジネスおよび社会福祉法人にも適用できることを主張した。 

社会福祉法人の内部留保について問題にされてきたが、人材不足など厳しい経営環境のもとで

利用者や地域社会貢献を意識して法人運営を行っていることはよく知られている。しかし、多様な事

業を展開するための資金調達や事業遂行上の収支バランスの問題を重視することは重要である。

地域共生社会の実現のための中心的存在として、社会福祉法人に対する役割期待は非常に大き

い。そのため、単に社会課題解決という目標だけでソーシャルビジネスを展開するのではなく、提供

する商品やサービスのひとつひとつについてコスト意識を持ち、収支が均衡する事業計画に腐心す

ることが肝要である。 

 

 

付記   本稿は、JSPS 科研費  17K04231（代表  杉岡直人）による研究成果の一部をなすものであ

る。調査と本稿のまとめに際しては、社会福祉法人 P の関係者に訪問面接調査に際してご協力い

ただいたことに厚くお礼申し上げます。また、事例の記述については、聞き取り対象者の確認を受け

ましたが、本稿の記述に関する表現および内容に関するすべての責任は執筆した我々にあることを

お断りしておきます。主な執筆は 2、3 を大原が担当し、1 および 4 については、杉岡、大原、畠山が

検討と話し合いによりまとめたものである。 

 

 

［注］ 

（１）ソーシャルビジネスはミッション遂行と達成が重要であり、竹内（2015）が主張するように、ことさら

に革新性を強調すべきではなく、他法人の成功事例に追随して事業を遂行することで社会全

体として問題解決の促進がはかられる側面もある。 

（２）このような、いわば人による相互扶助的サービスを指向する考え方をどう捉えるかは、すでに広井

（2000）で検討されており、ことさら新しい論点というわけではない。 

（３）2013 年に第 1 回の受賞者を決定した日経ソーシャルイニシアチブ大賞は第 4 回まで開催した

後、2017 年からは日経ソーシャルビジネスコンテストに名称変更している。どちらもソーシャルビ

ジネスの健全な発展と一層の理解促進を目的としている点で違いはないが、受賞部門が大きく

変わり、しかも第 2 回目は SDGs に特化している点に違いが見られる。 

（４）2014 年 5 月、自由民主党日本経済再生本部は『日本再生ビジョン』を策定・公表した。7 つの

柱からなる本ビジョンの 5 番目「起業大国 No.1 の実現」において、株式会社と NPO の中間に

位置する新しい法人形態として「ソーシャルビジネス法人」法制化の検討を行うことが謳われて
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いた。 

（５）WAM NET「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」に基づく。この電子開示ステムで

は 2 期分の現況報告書と計算書類が開示されている。 

（６）WAM NET「社会福祉法人の現況報告書等の集約結果」に基づく。この集約結果は 2017（平

成 29）年 10 月 31 日現在で会福祉法人の財務諸表等電子開示システムにより、所轄庁に現

況報告書等（現況報告書、計算書類及び社会福祉充実計画）の届出を行い、厚生労働省へ

の提供を行った社会福祉法人 11,488 法人が対象であり、分析は日本公認会計士協会の非

営利法人委員会研究報告第 27 号（参考文献参照）に基づく。 

（７）借入金償還余裕率は、事業活動資金収支差額に対する借入償還額および利子支払額の割

合を分析する指標であり、この値が 100％を超える場合、財務安定性に問題が生じている可能

性がある。しかし、この要因が一時的なものか恒常的なものか、調査・検討が必要な比率である

（日本公認会計士協会、p.28）。なお借入金元利払額の算出方法は（支払利息支出－借入

金利息補助金収入）＋（設備資金借入金元金償還支出－設備資金借入金償還補助金収入）

＋ファイナンス・リース債務の返済支出＋長期運営資金借入金元金償還支出である。 

（８）不採算事業とはいえ、法に規定された社会福祉事業を行う社会福祉法人は、他形態の法人組

織に比べて、倒産は圧倒的に少ない。帝国データバンク「特別企画：医療機関・老人福祉事

業者の倒産動向調査」によれば、2000 年から 2016 年までの間で、老人福祉事業を行ってい

た 2 法人が倒産したのみである。 

（９）Martin=Thompson の提案に依拠してソーシャルビジネスの収支構造をどう考えるかに関して

は大原（2012）で考察した。 
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第１回 地域福祉優秀実践賞 顕彰団体 
社会福祉法⼈ さつき会（鷹栖町）

北海道地域福祉学会では、北海道における地域福祉実践の掘り起こしと発展を⽬指し、
「地域福祉優秀実践賞」として顕彰する事業を実施しています。第１回の受賞団体は、社
会福祉法⼈さつき会（鷹栖町）でした。 

社会福祉法⼈さつき会は、ケースマネジメント( 1989 年)の導⼊、ユニットケア(2003
年)および多機能型グループホーム 「鷹栖なごみの家」(2004 年)、地域密着型特別養護⽼
⼈ホームおよび⼩規模多機能ホーム 「ぬくもりの家えん」 (2009 年)、サービス付き⾼齢
者向け住宅(2017 年)を開設しています。 

2006 年 7 ⽉に、15 名の住⺠による「北野の介護を考える住⺠と事業所の勉強会」が
スタートし、職員と住⺠が⼆⼈⼀組で北野地区の住⺠ニーズ調査に取り組み 191 の意⾒
要望を集約しました。また、先進施設の視察に参加し、建設の基本設計の段階から住⺠が
参加する委員会の設置、交流スペースや花壇の配置、調理室を各ユニットの中間に配置し
て調理場から⾷事⾵景が⾒えるようにし、⼊居者と職員の会話ができるようにとの住⺠の
提案を実現しました。サテライト型特別養護⽼⼈ホームと⼩規模多機能型居宅介護に併設
された地域交流スペースは 「ぬくもり友の会」(住⺠勉強会の発展的組織)が運営していま
す。当初 15 名の会は現在メンバーが 63 名へと発展し、毎週⽕曜⽇に⿇雀サロンや⼿芸
サロン、「⽼いと介護」を学ぶ勉強会を開催しています。先進施設の視察や研修旅⾏、夏
庭の花壇づくりや菜園づくりも住⺠の会で⾏っています。中庭は、隣接の幼稚園児のマラ
ソンコースとしても使⽤されており、園児と⼊居者や職員との交流の場となっています。
6 ⽉下旬から 10 ⽉まで毎週⼟曜⽇、駐⾞場で朝市が開催されており、占有場所代として
100 円で誰でも出店できます。この組織の運営の特徴は、基本ルールとして、会を組織化
しない(会則や会費を設けない)、リーダー役は固定せずに⽬的ごとにリーダー役をつくり
というものです。 

また、社会福祉法⼈さつき会では地域包括ケアを推進するため、前述した住⺠参加によ
る地域安⼼拠点づくりをはじめ、介護予防から看取りケアまで途切れ⽬のないサービス提
供を図るため、施設・在宅ケア共通のケアプランの書式を統⼀して、2014 年度から法⼈
内の在宅 ・施設サービス全部⾨(8 つの事業所)の相談員、ケアマネジャー、管理者、介護
主任等、約 15 名を構成員とする 「地域ケアマネジメント会議」を⽉ 1 回実施しています。 

推薦内容の中核は、地域密着型の特別養護⽼⼈ホーム 「ぬくもりの家えん」にみる法⼈
の理念と実践が、地域福祉を担う社会福祉法⼈の柱となる①地域住⺠の参加、②介護⼈材
養成、③介護職員の定着とキャリアパス、④在宅と施設をつなぎ、介護予防から看取りに
⾄るシームレスケアの推進です。 

介護⼈材の養成については、旭川⼤学との連携を図り、地域の⾼校⽣を対象に 7 ヶ⽉を
かけて介護福祉⼠の初任者研修を実施していますが、この取り組みのなかで、施設の実践
が介護度を下げることにつながり、介護の質向上の成果をもたらしていることを⽣徒が学
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習することで仕事の⼤切さを認識することになります。また、利⽤者の QOL 向上を重視
する職員に対する職場の魅⼒を⾼めるためのキャリアパスの導⼊が、職員定着率の⾼さを
⽰しており、職員による⾼校⽣への指導経験が職員の⾃信につながる効果を果たしている
といえます。 

近年の地域包括ケアの実践については、介護予防から看取りまでのシームレスなケアを
推進しており、2017 年 5 ⽉より開設したサービス付き⾼齢者住宅(定員 18 名)では、理
学療法⼠を 2 名に増員して地域住⺠を対象とするフィットネス事業 「コレカラ」によりデ
ータに基づく機能回復指導がなされており、併設する地域交流スペース 「あえ~る」では
地域住⺠や法⼈職員による地域⾷堂(週 1 回) が継続的な活動となっています。こうした
背景には、40 年以上にわたる鷹栖町の「保健と福祉のまちづくり」のなかで、健康⽂化
の形成と蓄積が組織運営の基盤となっていることがあげられます。 

去る 2019 年 2 ⽉ 17 ⽇（⽇）の北海道地域福祉学会第２回定例研究会にて授賞式が⾏
われ、梶晴美会⻑から、社会福祉法⼈さつき会を代表して、特別養護⽼⼈ホーム鷹栖さつ
き苑の波潟幸敏常務理事 ・施設⻑に受賞記念の実践に関する⽰唆に溢れる講演をいただき、
本学会誌に講演資料の掲載を承諾頂きました。

57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



出典：鷹栖さつき苑開苑30周年記念誌76



北海道地域福祉研究  2018 年 （第 22 巻） 

発行年月日  2019 年 3 月 31 日 

発 行 者  北海道地域福祉学会 会長 梶 晴美 

  〒004-0022 

  北海道札幌市厚別区厚別南 2 丁目 7 番 28 号 

  一般社団法人 Ｗellbe Ｄesign 内 

  TEL （011）801-7450 FAX（011）801-7451 

  URL．http：//www.hacd.jp  Mail．Info＠hacd.jp 




