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研究の目的と視点
フィンランドでは、2016年から2019年にかけて「子ども家庭サービス改革プログラムLapsi- ja

perhepalveluiden muutosohjelma」（以下「LAPE」）が実施された。これは、子どもの権利と専門知識に基づく
業務運営体制を強化し、サービスや支援を子どもと家族を中心にしたものへと変革することを目的とし、子ど
も・家庭に関連する政策の全体を抜本的に変えようとする改革であった。すでに一定の成果を収めていることが
評価され、当初の計画どおり新たな目標を設定して、2020年現在第二期の改革が開始した。
子どもや家庭に関連する政策は、保健医療、福祉、教育などの広範な領域や、心理職を含めた多様な専門職に

関連し、また地方制度を含む国全体の政策実施体制にかかわる。この改革は、これらすべてを包含し、また実
施・運営体制の根底に流れる「組織文化toimintakulttuuri*1」から変革しようとするドラスティックな改革であっ
た。フィンランドでは、様々な行政分野において革新的な政策の導入や合理的な制度改革を積極的に進めてきた。
しかし、地方制度も社会保障体系、保健医療福祉のサービス供給体制も繰り返し抜本的な改革が検討されてきた
が修正的なものにとどまり課題の根本的な解決に至らずに来た。LAPEは、先進的な理念や事業を導入し、一方で
専門領域を超えた連携と統合も可能にし、運営体制や専門職の業務のやり方や考え方（暫定的に「組織文化」と
呼ぶ。）自体の変革を促す道筋をつけたという点で、改革の内容だけでなく実施プロセスと手法も注目に値する。
本報告ではLAPEの改革のプロセスに焦点をあて、一定の成果を収めることを可能にした要因としてその手法に

ついて説明することを目的とする。報告者は、先進諸国がグローバリゼーションとポスト工業国家への移行、人
口構造の成熟化の中で変革を迫られる中で、北欧型の普遍主義的な福祉国家の変容と進化を明らかにすることを
目指している。北欧諸国の中でもフィンランドは、比較的新しい手法を導入し改革を図ることに抵抗感が少ない
ように見える。本報告で扱う事例もその一つとして考えられる。
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研究の方法と倫理的配慮
【研究方法】 政府・実務担当者及び研究者への聞取調査及び政府公表資料をもとに、LAPEの取組の軌跡を整理
し、さらに既存の政策実現過程と比較して新しく導入されたと考えられる点について、行政執行体制と経営学的
手法に着目して明確にした。聞取調査（インタビュー）及び文献資料から分析データを収集した。
実施した聞取・訪問調査は、2019年8月、9月、2020年2-3月にわたって、LAPE政策立案・実施担当者（中央政

府、国立保健福祉研究所、自治体協会、広域行政圏maakunta*2、基礎自治体）、保健福祉業務実務担当者、研究
者の合計15名、3施設に対する計20件（複数回含む。付録に一覧）である。聞取調査にあたっては、被調査者の了
解を得て録音し、一部文字化して分析に使用した。使用した言語は主に英語で、一部フィンランド語を使用した。

2019年に実施した聞取・訪問調査では、自由インタビュー形式でLAPEについて聞き取った。2020年に実施し
た聞取調査では、調査の趣旨と質問をあらかじめ送付し、協力者の職務等に応じて回答項目を絞り込む半構造化
を行った。質問項目は、①政策形成段階、②プログラム実装段階に分け、政策形成の原動力（背景及びキープレ
イヤー、政策形成ツール）と、実装段階における脅威・抵抗・資源・ツールについて質問したほか、改革担当者
muutosagentti（以下MA*3)へのインタビューでは担当者本人の資源（就任経緯、専門性、業務経験）、改革従事
時における資源と課題（協力者、抵抗の有無、モチベーション、課題、自由な感想）などである。（付録）
分析に使用した文献は、2015年から2019年にかけてLAPEに関連して作成された政府・自治体公表資料（外部

評価報告書含む）で、政権綱領、計画、通知、担当者向け解説、報告書、評価、リーフレット等17点及び全19の
広域行政圏ごとに作成されたLAPEアカデミー研修資料等である。（付録）
【倫理的配慮】 一般社団法人日本社会福祉学会研究倫理規程等にのっとり、研究を実施している。なお、本報
告においては、調査先に氏名等の実名の公表について許可を得たもののみを明示した。
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子ども家庭サービス改革LAPE
2015年に発足したシピラ政権（中央党）が示した26の重点

事業（保健福祉分野５事業）の１つである。初代子どもオン
ブズマン（2005-14）のM.K.Aulaを中心に起草された。
子ども家庭の抱える課題の深刻化・疎外・格差の拡大（教

育達成と健康・ウェルビーイング）の進行が学校保健調査
（コーホート調査）等から顕在化した一方で、リソースが分
野偏在（教育・保健医療・福祉）していたこと、各地域で先
行する個別の先進的子ども家庭福祉事業の取組やKasteメンタ
ルヘルス・中毒対策事業が縦割的に個別展開していたことか
ら、連携と包括的な取組が求められていた。
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1. 背景と経緯
【基本理念】子どもの権利と利益、子ども家族の資源の強化

子ども・家族本位のサービス、家族の多様化への対応
【目標】
① 組織文化の変革：子どもの権利と科学的専門知識に基づ
く対応を重視した組織文化への変革
② 子どもと家族本位のサービス提供体制の構築
③ ３段階のサービスへの子ども家庭サービスの再構築

（予防的支援－特別支援－高度専門（特殊）支援）

2. 理念と目標

専門職連携文化の構築、教育・福祉・保健医療の連携、子
ども本位のサービス、家庭センターの設置等を着実に実施。
５つの保健福祉分野重点事業の中で最も良好な成果を収め

たと評価された。政権交代後も、当初構想通り第二期改革を
始めている。26のシピラ政権の重点事業の中でほぼ唯一成功
したと評価されており、福祉保健医療（SOTE）改革のモデル
事業として、改革をリードする位置づけを得た。

4. 結果と評価

(2015)-2016：事業構想策定、事業説明全国巡回、
圏域での改革構想作成・委員会設置・MA選任

2017-2018：圏域（19）レベルでの改革準備・実施
2019：改革準備・実施、LAPEアカデミー
2020：新プログラムの計画策定、全国子ども戦略の構想

3. スケジュール



実施プロセス、成果と評価
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内部評価による成果
 全国縦断的に展開することに成功
 改革事業の実施内容の選択肢が示され、

実施主体となった地方に選択権があっ
たことが円滑な実施に寄与

 中央からの資金・情報の支援と、研修
や巡回事業説明などを通じた政府レベ
ルを超えた対等な相互学習が改革の成
功に寄与

 教育＝福祉＝保健医療の分野を超えた
サービス提供に関する統合の成功（た
だしバリエーションは大きい）

 早期支援・親支援業務の向上（家族セ
ンターモデルの展開、基礎自治体レベ
ルのソーシャルワークの強化、エビデ
ンスベースの業務実施の普及）

 「子どもの語り」（エビデンスベース
ド、子ども・家族のニードメソッドの
普及

 児童保護におけるチームワークモデル
の導入が、子どもとワーカー双方の満
足度を向上

 子どもインパクト評価、子ども予算、
子ども参加モデルの導入が進む

外部評価のポイント（2018年分までの評価）
 LAPEの理念の広範な共有、良好な実施内容

と成果
 LAPEの担当者の高いモチベーションとコ

ミットメントが成功の要因に大きく寄与
 改革プロジェクトが補助事業として展開し

たことが、各圏域が目的や共通の目標を共
有しながら改革を前進させることに寄与し
た。

 当初社会保健省（社会福祉及び保健医療所
管省）のイニシアティブで計画され、教育
分野との統合は遅滞したが、最終的に進展
しつつある。

 LAPEは非常に広範な改革であり、すべての
目標を一度に達成するのはそもそも難しい。
包括的な子ども家庭サービス改革と組織文
化の変革の達成は2025年を目標としている。

 SOTE地方制度改革との連携は行政圏によっ
て大きく異なる。

 改革担当者MAの貢献は行政圏ごとに異なる
が、多くの行政圏ではその機能と業務内容
が明確にされた。改革担当者は改革を根付
かせ、成果を生み出すことに強力な役割を
果たした。

項目 計画 実施
LAPE改革プログラム運営委員会、プ
ロジェクトグループの設置 － 2015年11月
LAPE行動計画策定 2016年春 2016年4月
LAPEプロジェクト公表 2016年春 2016年4月
広域行政圏状況評価及び事業説明巡
回 2016年春 2016年6月
広域行政圏スタートアップ補助金公
募

2016年春-
秋

2016年9-11月公募開始
2017年4月交付決定

広域行政圏、基礎自治体のLAPE委員
会設置、改革担当者MA公募 － 2016年秋
MA研修開始 － 2017年1月
広域行政圏における移行プログラム
実施（準備・実施） 2017-18年2017-18年
教育省がLAPEに参加 － 2017年
LAPE外部評価 2017-18年2018年4-12月評価実施

2019年3月報告書提出
教育・福祉・保健医療の連携に関す
る外部評価報告書提出 － 2018年2月
基礎サービス大臣・教育大臣の共同
書簡 － 2018年4月
教育部門改革担当者kuntaagenttiの
選任、LAPEアカデミー委員会設置 － 2018年11月

LAPEによる事業展開の浸透 2019年 2019年LAPEアカデミー
の実施

LAPEアカデミー外部評価 － 2019年12月
LAPE次期計画の策定 2019年 2020年1-3月
出所：文献資料（付録３）を参考に筆者作成 出所：STM(2019) Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 

(LAPE) - Kärkihankekauden raporttiから筆者作成
出所：Owalgroup(2019)Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma 
(LAPE) -kärkihankkeen arviointi, loppuraportti から筆者作成
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改革担当者MA

C広域行政圏
LAPE委員会
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会

委員長

b基礎自
治体

LAPE委員
会

委員長

c 基礎自
治体

LAPE委員
会

実施組織と改革担当者MAの役割
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国（中央政府（保健福祉省）、国立保健福祉研究所＋教育省(2017-)）
LAPE運営委員会を設置、計画策定、指針・マニュアル作成、評価、実施主体
（広域行政圏、自治体）の支援（説明会・セミナーの開催、財政補助）

上図出所：STM, OKM, THL, Lapsille, nuorille 
ja perheille sopivaa tukea oikeaan aikaan

改革担当者MA

Ａ広域行政圏
LAPE委員会

（基礎自治体選出
委員で構成）

委員長

ａ基礎自
治体

LAPE委員
会

委員長

b基礎自
治体

LAPE委員
会

委員長

c 基礎自
治体

LAPE委員
会

改革担当者MA

B広域行政圏
LAPE委員会

（基礎自治体選出
委員で構成）

委員長

ａ基礎自
治体

LAPE委員
会

委員長

b基礎自
治体

LAPE委員
会

委員長

c 基礎自
治体

LAPE委員
会

…

MAの業務
 LAPEの目標の実現
移行業務を支援し、理念に向

けて方向性や重要な価値を示し、
周囲の専門職や組織の潜在的な
専門資源を発見し・開発し、子
ども・青少年・家族の参加を促
進する。
圏域のすべての関連事業
の移行のファシリテー
ション
連絡をとり営業し「エレベー

ターガイド」のように変化のメ
リットを広報する。
圏域内の自治体とその他
のアクターのネットワー
ク化
圏域自身の改革意思を強化し、

ステークホルダーをつなぎ、
LAPE委員会の活動を準備
圏域内でのLAPEに伴う移
行業務の支援コーディネ
イト
保健医療福祉改革と連携し

「LAPEの旗振り役を担う」
中央政府と圏域間での情
報の橋渡し役

（MA研修資料,2017年1月）

圏域とMAの配置

出所: STM(2017) Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)Muutosagenttien valmenus Avaus Muutosagentin rooli ja tehtävä 27.1.2017ほかから筆者作成



LAPEアカデミーと最終評価
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①新たな組
織・業務環境

②新たなマネ
ジメント

③新たな効果
的支援

LAPEアカデミー
3回にわたって全国を巡回
2019年3月～11月、計40回
自治体の78％、延2,300人参加
現場からのLAPEへの評価を得る

研修Ⅰ教育＝福祉
＝保健医療の連携
→予算への反映、
新たな資源開発

LAPEの趣旨の理解、部門間連携、子ども
家族本位のサービスについての理解を促し、
ネットワークを形成することを目的として、
幹部と実務者を対象として三段階の研修を
構成
✓行政幹部、教区・関連団体代表の参加
✓教育・保健医療・福祉の３分野の参加
2018年10月アカデミー準備委員会設置
2019年4月アカデミー実施計画

研修Ⅱ広域行政
圏＝基礎自治体＝
子ども家庭サービ
ス関連事業団体の
フラットな連携→
ネットワーク形成

研修Ⅲ子ども家
族本位のサービス
提供とその効果的
な展開→子ども影
響評価とデータ管
理・活用法

組織文化の変革

教育

保健福祉

その他自
治体等

それ以
外自治体等

の長・代
表

管理職

サービス
管理者

専門職・
サービス
担当者

その他

グラフ１ 研修参加者の構成

0 50 100

LAPEアカデミーを通じてコーディネイトやマネジ
メントのスキルを得られた

自組織内でLAPEに必要な「組織文化」の変革を前
進させることができている

自治体・圏域レベルでLAPEに必要な「組織文化」
の変革を前進させることができている

業務や影響力の範囲を超えたLAPEに必要な「組織
文化」の変革を前進させることができた

グラフ２ アカデミー参加者の評価

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない

％

グラフ１，２出所：Mattila, Eija, Kallio, Tomi J. (2019) LAPE-akatemian ulkoinen 
arviointi Loppuraportti pp.13-15及びp. 28から筆者作成



考察と結論
本報告では、フィンランドにおいて2016年から2019年にかけて実施された「子ども家庭サービス改革プログラ

ムLapsi- ja  perhepalveluiden muutosohjelma」（以下「LAPE」）を取り上げ、その成功要因の一つが経営的な
手法の導入にあると考えられたことから、改革のプロセスと実施組織、改革の手法に焦点をあて、インタビュー
と政府・自治体の公表資料を中心にデータを収集、整理し、叙述的に分析することを試みた。LAPEは当該事業を
実施した政権の重点事業の中でも最も成果を上げた改革事業でもあり、フィンランドの社会福祉・社会保障の構
造的な改革において先行事例としての位置づけを得ている。
実施のプロセスと2018年度までの実績に関する内部・外部の評価を見ると、新たに子ども家庭サービスの供給

主体となる各広域行政圏に導入された改革担当者であるチェンジ・エージェントが、改革アリーナに登場する各
アクターとの連絡調整、動機づけ、コーディネーション、ネットワーク化を図るファシリテーターの役割を果た
し、改革のキーパーソンとなっていた。
一方、改革の最終年度は、実施にかかわる各アクターへ向けた研修に充てられ、全国を巡回した。組織のトッ

プレベルから実務担当者まで、教育＝福祉＝保健医療の各領域にわたる参加を集め、LAPEの実施に必要な現場レ
ベルの体制（情報、理解、スキル、ツール（ネットワーク））を整えることに寄与した。参加者の主観的評価か
らは、半数以上が、自組織等においてはこれまで子ども家庭サービスの向上を阻む壁となってきた「組織文化」
の変革を進めることができつつあると答えている。
行政組織・体制、専門分野、既存の価値観や組織文化の変革は、抵抗が多く大きな時間と労力が必要となるが、

新たな手法を用いることで、一定の成功を収めることができたという点で、LAPEの改革手法とプロセスは示唆的
である。

藪長千乃「フィンランドにおける子ども家庭サービス改革：改革手法に焦点をあてて」日本社会福祉学会第 回秋季大会68 8



注記、参考文献、付録(分析資料)

藪長千乃「フィンランドにおける子ども家庭サービス改革：改革手法に焦点をあてて」日本社会福祉学会第 回秋季大会68 9

*1 toimintakulttuuriの直訳は「運営／業務文化」
（英：work/operation culture）である。ここでは、
LAPEの改革の趣旨や内容に照らし、主に経営学等で
使用される「組織文化」をあてて意訳した。本報告
では、子ども、家庭サービスや家族政策、これらに
かかわる多様な専門職や組織で共有される行動原理
や思考様式を指す。なお、経営学で使用される組織
文化は、フィンランド語ではyrityskulttuuri/ 
organisaatiokulttuuriなどの語が使用されている。
*2 フィンランドの行政府は中央政府と基礎自治体
kuntaの二層構造である。Maakuntaは全国を20に分割
した広域行政を担うための基礎自治体の連合体とし
て位置づけられている。ここでは「広域行政圏」と
した。
*3 muutosagenttiは経営学等の領域ではチェンジ・
エージェント（英：change agent）と呼ばれている。
ここでは、改革の実施主体である圏域に所属し、中
央レベルとの橋渡しを担当し、改革を促進する担当
者として、「改革担当者」の語をあてた。

政策形成段
階

改革のきっかけとなったと考える要因や背景
財政的圧力や予算の制約の影響の有無
LAPEで重要と考える学術的（科学的）理論
最も影響力を持っている専門分野
LAPEの参考となったグッドプラクティス
政治的アジェンダの影響力について
官僚のリーダーシップや影響力について
政策形成における主要なアクターについて
MAなどの経営的手法の導入経緯
その他に導入された経営的手法について

実装段階

改革実施の主要なアクター
改革の課題と推進要因について
改革によってもたらされた影響について
改革を阻害しまたは後押ししたアクター
MAの（へ期待する）機能と役割について

MAへのイ
ンタビュー

MAになった経緯
MA業務に関連する専門分野及び実務経験
コミュニティとMA個人とのつながり
自身の強みと弱み
MA就任後の研修や訓練
MAに求められる能力や資質について
MA業務へのモチベーションについて
MA業務でのストレスや困難について
これまでに経験した業務とMAとの違い

2019年8月22日ユヴァスキュラ市家族支援ヘルパーステーション

2019年8月22日ユヴァスキュラ市児童保護オープンケア担当 H. Mäkiaho氏

2019年8月23日ユヴァスキュラ市家族支援ホームMattilan perhetukikoti

2019年9月19日ラハティ市法務官 P. Virkkunen氏

2019年9月20日タンペレ大学教授 T.Pösö氏

2019年9月23日パイヤット＝ハメ福祉圏改革担当者 E.Vestelinen氏

2019年9月24日国立保健福祉研究所上席研究員 M.Kekkonen氏

2020年2月24日南サヴォ改革担当者 K. Saukkonen氏

2020年2月24日南サヴォ家庭センター

2020年2月26日ユヴァスキュラ大学特任教授、中央フィンランド保健福祉連携拠点連
携責任者 P.Fadjukoff氏

2020年2月27日ユヴァスキュラ市サービス責任者 V. Hongisto氏

2020年3月2日国立保健福祉研究所（社会福祉省）LAPEプロジェクトマネジャー
H.Kalmari氏

2020年3月3日北ポホヤンマー改革担当者 S. Helanen氏

2020年3月4日内閣府、LAPEプロジェクト責任者Maria Kaisa Aula氏

2020年3月4日教育省、LAPEプロジェクトマネジャー K. Berkbacka氏

2020年3月5日ユヴァスキュラ市企画開発コーディネイター P. Oinonen氏

2020年3月5日中央フィンランド改革担当者 H. Hämäläinen氏

2020年3月5日ユヴァスキュラ市福祉保健サービス部長 P. Kalilainen氏

付録２ 聞取調査対象付録１ 聞取調査項目
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