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1．研究目的 

近年日本社会においては、高齢化の進行や人口減少により、地域社会の担い手が減少して

いることに加え、経済雇用環境の変化やグローバル化により、ワーキングプアやこどもの貧

困、社会的孤立、いじめ、児童虐待など複雑化、多様化した課題にどう対応していくのかが

課題となっている。こうした課題に対して、2015 年より厚生労働省は「誰もが支え合う地

域の構築に向けた福祉サービスの実現−新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」(以下、

新福祉ビジョン)（厚生労働省 2015）を打ち出した。2016 年 6 月には、内閣府により「ニ

ッポン一億総活躍プラン」が閣議決定され、同年 7 月「我が事・丸ごと地域共生社会実現本

部」が厚生労働省内に立ち上がった。これに伴い、2016 年に社会福祉法が改正され、法第

24 条第 2 項において、社会福祉法人による「地域における公益的な取組」が責務化された。 

また上記の政策動向に伴って、地域包括ケア体制の構築が求められ、社会福祉分野におい

ても、これまでの高齢・障害・児童と分野を隔てた専門分化された対応だけではなく、分野

を横断した地域における包括的な支援のもと、複雑で多様化した課題に取り組むことが求

められるようになった。こうした流れの中で、社会福祉法人が地域福祉活動において、どの

ようにその機能と役割を発揮させることができるのかを先行研究の整理を踏まえて明らか

にすることが本研究の目的である。特に平成 28 年 4 月に社会福祉法の改正により責務化さ

れた、社会福祉法人による「地域における公益的な取組」に焦点を当て、社会福祉法法人が

「地域における公益的な取組」を実施する意義とその活動において発揮されるべき社会福

祉法人の機能と役割を明らかにすることを目的とした。 

 

2．研究の視点および方法 

「地域における公益的な取組」の責務化については、社会福祉法改正に至るまでの「イコ

ールフッティング」の議論や「内部留保」についての議論などさまざまな外圧により、責務

化に至ったという理解の仕方がなされているが、筆者は社会構造の変化により、地域基盤の

弱体化や過疎化などの人口構造の変化における地域課題の深刻化、経済雇用環境の変化に

よる貧困層の増加などの社会的背景が大きな影響を与えていると考える。こうした社会的

課題に対して、国や地方行政の財政や人員体制が十分ではない現状から、これまで地域にお

いて、歴史的に課題を抱えた人への支援を行ってきた社会福祉法人にその対応が求められ

ていると捉えることができる。 

現在、喫緊の課題とされている生活困窮者支援においては、NPO 法人などの非営利活動

法人による居住支援や就労支援に関する取組みが積極的に行なわれている(月刊福祉 2020：



39-43）。しかし、継続的な取組を行う為の財政面での課題や NPO 法人の規模の差異が与え

る資源の質量などの課題があると指摘されている。（山本 2016：117–118）一方、営利企業

や団体はどうかと考えると、生活困窮者や就労困難者の支援においては、その過程で時間が

かかるケースもあり、営利を第一義とする機関ではそれを十分に補える保障がなく、継続的

な事業の実施が危ぶまれる可能性がある。もちろん NPO 法人や他団体における、柔軟で先

駆的な取組も今後さらに進められる必要性があるが、同時に全国で幅広い実践を行ってい

る社会福祉法人が、これらの課題に取組むことができれば、より多様な生活困窮者支援が実

現できると考える。 

財政的な課題として、これらの活動を行うための財源調達という面においては、社会福祉

法人が税制優遇を受けているという点から社会福祉法人の財源を持ち出しですべきだとい

う指摘がある。国や地方行政が財政的に余裕のない状況を鑑みると、社会福祉法人が財源を

持ち出しで地域活動を行うことも１つの方法と考えられる。しかし、筆者は、より地域に根

ざした実践を行う為には、限られた財源のみで運営を行うのではなく、地域における他業種

や他機関と連携することにより積極的に市場へ参加し、自ら財源の調達を行うことにより、

地域課題の解決と複雑化、多様化した課題への打開策となるのではないかという視点を持

っている。つまり地域課題におけるニーズを適切に把握し、その課題に対して、社会福祉法

人に備わっている資源や設備、人材、専門性を活かした取組を展開していく必要性があると

いう視点で本研究を実施した。 

分析方法は、文献・資料研究である。先行研究を通して、これまでの社会福祉法人の制度

成立の過程や実践から、社会福祉法人が担ってきた機能と役割を明からにする。また「地域

における公的的な取組」を社会福祉法人が行う意義を先行研究の議論より検討した。その上

で、全国社会福祉法人経営者協議会における 1 法人 1 実践の「地域における公益的な取組」

の事例集、第 1 集平成 16 年 3 月〜第 9 集平成 27 年 5 月の資料から、「地域における公益的

な取組」の現状と課題を明らかにし、今後必要とされる社会福祉法人による取組について考

察を行った。 

 

3．倫理的配慮 

 本研究は人を対象とする研究ではないが、本項目に抵触しない事を確認している。また一

般社団法人日本社会福祉学会研究倫理規程を遵守して研究を実施した。 

 

4．研究結果 

社会福祉法人の創設以前の日本の社会事業について 

日本における社会福祉施設は、古く聖徳太子が建てたとされる四箇院の１つである悲田

院と（柏木 2013）とされており、その始まりは治安対策や窮民収容施設が中心であった。

この時代は、施設における救済は地域の「民」が行うべきと考えられており、行政の支援は

なかった。行政が公的な救済制度を始めたのは、明治以降の「恤救規則（1874 年〜1931 年）」



制定以降であったが、この時代においても依然として、家族や親族、近隣による扶養や相互

扶助が前提とされており、救済対象者は限られていた。こうした状況の中で、欧米の慈善事

業の影響を受けた、篤志家による孤児院や家庭学校、養老院などの実践により救済事業が実

施されていた。その後、第 1 次世界大戦や米騒動、関東大震災などが相次ぎ、生活困窮者が

増大した際にも、「慈善事業家などが運営する民間社会福祉事業団体が政府による救済の穴

を埋める役割を果たしたとされ、この民間社会事業団体を基に制度化されていったのが、後

の社会福祉法人」（河原 2017）と言われている。その後、1929 年には「救護法」が成立、

1938 年には社会事業法が制定されたが、本格的に公的な保護に対する責任を国家が担う姿

勢を見せたのは、第 2 次世界大戦後のことであった。終戦直後は、孤児、未亡人などの戦災

被災者や海外からの引揚者の支援、遠征留守家族の援助などに政府は追われていた。日本中

が終戦下の貧困状態にあるときに、GHQ （連合国最高司令部）の指導により次々と社会福

祉立法が制定されていき、今日に至る社会福祉政策の基本的骨格が形作られた。GHQ は、

①無差別平等の原則、②公的責任の原則、③必要充足の原則を基に、戦時中に形成された軍

事優先の保護原則を廃止し、困窮者における最低限度の生活を保障をする方針を示した。こ

のような方針から、それまでの恩恵的、慈善的な社会事業から公的扶助の概念を示した近代

的な体制へと変化していった。第 2 次世界大戦後までの日本の社会事業は、公益法人と民

間社会事業であったが、その 4 分の 3 は民間社会事業であり、本来は国家が果たすはずの

重要な役割を担っていたと言える。 

 

社会福祉法人制度の成立過程からみる社会福祉法人制度の意義 

社会福祉法人制度の成立過程における通説では、社会福祉事業法によって社会福祉法人

制度が創設された背景について、GHQ による日本の民主化を目的とした公私分離の原則か

ら、憲法第 89 条の公の支配に属しない慈善、教育若くは博愛の事業に対する公金支出禁止

規定を回避するためであり、社会福祉事業の「純粋性」を保ち、「公共性」を高めることが

目的であった（古都 2016）と理解されている。 

しかし、こうした通説に対して、北馬（2000）は、社会福祉法人を創設した背景として、

課税問題があったのではないかと指摘している。北馬の解釈では、敗戦直後の荒廃した社会

情勢において、失業者や引揚者を対象とした授産事業の隆盛に伴い、社会事業として妥当性

を欠く施設が多くなったことに加え、公益法人の収益事業に対する課税を勧告した「シャウ

プ勧告」を受けたことが社会福祉法人制度創設の背景にあるとしている。つまり「授産事業

が起こした不祥事のために社会福祉事業の社会的信用を失墜し、経営上も新規課税という

不利な情勢を招いたことに対して、社会福祉事業の社会的信用を守り、経営上も有利な条件

を確保するために、創設されたものであるといえる」（北馬 2000）としている。こうした解

釈について、小笠原（2002）は「この解釈のうち，授産事業等の不祥事に関連した社会的信

用性の確保については，なぜ社会福祉法人を創設してまでこれを行う必要があったのか，さ

らに検討が必要と思われるが，社会福祉法人を創設することで民間社会福祉事業の発達を



促す点に政策意図があったという解釈は、今後、社会福祉法人制度の本旨を理解する際に重

要な参照基準を提示たものと受け止める必要がある」とし北馬の見解を指示している。北馬

が指摘している税制上の優遇が取られた理由として、松端（2016）は「社会福祉事業そのも

のが不安定な財政基盤の上に運営されており（社会福祉法人は財団法人に分類され、設立に

あたっては土地や建物、当初の運営資金などを有しておく必要があり、これらは基本的には

設立者やその趣旨に賛同する人たちの寄付により賄われてきた）、社会福祉が利潤を追求で

きる事業ではない『純粋』で『公益的』な事業であることに加え、本来であれば公的な責任

のもとで行政サービスとして実施すべき社会福祉事業を行政に代わって行うという『公共

的』な役割を担うことが期待されたためである」と説明している。つまり、戦後の混乱期に

おいて、政府は公的責任によって社会福祉サービスを提供することが求められたが、公的機

関のみでは実施が困難であったことから、民間の社会福祉施設を活用する方法として社会

福祉法人が創設されたと言える。社会福祉法人は、戦後、日本全体が財政的・経済的にも厳

しい状況の中で、公的責任を果たしながら社会福祉実践を積み重ねてきた。 

こうした社会福祉法人制度の創設過程からは、社会福祉法人制度設立の目的として「民間 

社会福祉事業の組織的発展」というものが中心にあったと考えられる。また、社会福祉法 

人自体としては、民間施設でありながら公的な責任を果たし、「公共的」な役割を担って 

きているが、「社会福祉法人は、単なる法定社会福祉事業の実施者ないしは行政事務の受 

託者ではなく、公の社会福祉事業の実施者としての側面と私の創造的な社会福祉事業の担 

い手としての側面を併存させていると考えることができる」（小笠原 2002）と指摘されてい

る通り、社会福祉法人には、行政とは異なる独自性や自主性が求められている。こうした独

自性や自主性が今後の社会福祉法人の在り方を変容させていくのではないかと考えられる。 

社会福祉法人制度改革と今後社会福祉法人に期待される役割 

 現在、社会福祉法改正により「地域における公益的な取組」責務化されるに至るまでに社

会福祉法人制度において最も大きな改革がなされたのが、社会福祉基礎構造改革であった。

この改革により、多様化する福祉ニーズに対応するため、それまでの「措置制度」から「利

用契約制度」を導入し、利用者の自己決定と選択を可能にした。また介護保険制度の導入に

より、経営主体の多元化が進み、居宅サービスなどの分野では、営利企業などによる福祉へ

の参入が可能となった。一連の改革の中で、社会福祉施設の機能が変化しており、介護保険

制度導入後の「社会福祉施設の入所部門は，在宅福祉利用型・ケアマネージメント調整型・

サービス供給型・開放利用型の社会福祉施設を併設し、その機能が在宅福祉化・多機能化」

している。（渡邉 2002）また入所施設中心の単一機能であった措置型社会福祉施設は、地域

の多様なニーズに対応するために在宅福祉サービス事業を付加するようになった。それに

伴い、社会福祉法人の経営形態も 1 法人 1 施設の経営型から、一法人複数施設経営化へと

変化してきた。このように入所施設中心の単一機能であった社会福祉施設の機能は、地域へ

開けた多機能型の社会資源へとが変化してきたことが一連の施設の変遷から理解できる。 

 



地域福祉活動における社会福祉法人の機能と役割 

社会福祉施設が多機能型になったことにより地域において、社会福祉施設が担う役割が

大きくなっていった。また社会福祉法人を取り巻く環境にも変化が見られ、地域社会や家族、

企業による相互扶助機能の脆弱化による複雑化・多様化した課題に対して、地域共生社会の

実現に向けた包括的な支援体制の整備が求められている。その社会資源の１つとして、社会

福祉法人の地域社会への働きが求められている。 

松端（2016）は、地域福祉推進における施設や専門職、専門機関の 2 つの機能として、①

「くらしをまもる」機能と②「つながりをつくる」機能を挙げている。①の「くらしをまも

る」機能は、「地域のなかで生活課題・福祉ニーズを抱える住民を支援し、必要に応じて地

域を巻き込み、ソーシャル・サポート・ネットワークを形成しながら、生活課題の解決ある

いはニーズの充足を図るという相談支援をベースにした個別支援系のソーシャルワーク実

践である」（松端 2016）として、福祉施設における個々の利用者へのサービス提供を含めた

支援を「くらしをまもる」機能として位置付けている。これは社会福祉の中のミクロの支援

であり、これまでの社会福祉法人の実践内容に重なる。次に②「つながりをつくる」機能と

は、「地域組織化や当事者の組織化、ボランティアの組織化などさまざまな組織化活動や専

門職・機関のネットワーク化などを通して、地域住民や関係者、組織間の“つながり“をより

確かなものにすることや、地域の課題を集約することで、その課題に対応すべく新たな福祉

活動を創出したり、社協や行政の政策として新たに事業化・制度化していくこと、さらには

“地域”を変革していくこと（アクション機能）も含むもの」とし、住民同士のつながりや交

流の場を通して、住民が生活する地域における課題を住民と共に解決し、より暮らしやすい

地域にしていく、メゾ・マクロにおける支援であると示している。 

この②「つながりをつくる機能は、「地域プラットホーム」と捉えることができる。この

「地域プラットホーム」の実践は、三重県伊賀市社会福祉協議会の「住民参加型プラットフ

ォームシステム」により住民との協働により地域福祉の課題解決に取組む仕組み作りや、四

国における「“ふろしき型”地域福祉を実践する地域プラットホームの構築」の事例からも、

多種多様なアクターが連携し、各機関における役割を活かした重層的な支援が実施される

必要性が示唆されている。 

 

地域における公益的な活の取組の状況 



全国社会福祉法人経営者協議会が作成している 1 法人 1 実践の「地域における公益的な

取組」の事例集、第 1 集平成 16 年 3 月〜第 9 集平成 27 年 5 月の資料を基に地域における

公益的活動の取組の現状把握を試みた。 

表１は、全国社会福祉協議会による「地域における公益的な取組に関する委員会報告

書」（平成 31 年 3 月 22 日）の分類を参考に、取組の内容を６つの項目に分類した。６分

類のどれにも該当しないものは「その他」とした。1 法人 1 実践の「地域における公益的

な取組」の事例集、第 1 集平成 16 年 3 月〜第 9 集平成 27 年 5 月の事例数の総数は、238

事例であった。また１法人が複数の取組をしている場合も含まれている為、事例数≠法人

数となっている。分類については、①「地域に向けた事業展開」には、サロン活動や見守

り支援の他に地域の美化活動や災害時の防災の取り組みが行われていた。また高齢者分野

の施設が中心に実施している「認知症サポーター講座」は③の各種勉強会等の「福祉教育

活動」に含めて分類を行った。④の就労支援や学習支援には、外国人への雇用支援や資格

取得支援、不登校や引きこもりの支援などを「制度の狭間」の課題として分類した。 



 

【グラフ１】は全体の事例数に対するそれぞれの取組内容の割合を表したものである。サロ

ン活動や地域の美化活動などの地域との関係性を重視した「地域に向けた事業展開」が４割

を占めている。 社会福祉法人の歴史や施設の継続的な活動の為には、施設と地域との関係

性の構築が重要であることが認識されており、長年の実践から多くの地域において、地域住

民や関係機関との繋がりを構築してきていることが示された。しかし、事例の中には年に１

回〜数回のイベント開催のみという内容もあった為、継続的な地域との関わりや地域での

活動を実施する必要性が示唆された。「地域に向けた事業展開」においては、それぞれ高齢・

障害・児童の専門性を活かした支援が中心に行われていたので、小規模の法人や施設でも実

施可能であると考えられる内容であった。次いで割合が多かったのは③の「各種勉強会やボ

ランティア育成、児童、生徒の受け入れ等の福祉教育活動」であった。主に地域の学校や施

設との交流活動が中心となっていた。また地域住民に対する講座の実施も行われていた。一

方で、取組内容の割合が少なかった項目としては、「④就労支援・学習支援・生活困窮者支

援」「⑤社会的な擁護を必要とする者への支援」「⑥地域活性化に向けた取り組み」の３項目

で 1 割を下回った。これらの項目は制度の狭間となっている課題として認識されている。

こうした制度の狭間の課題は、複雑化、多様化した課題であり、１法人や１施設で取組を進

めていくのは容易ではないことが事例の少なさからも理解できる。こうした要因の解決に

向けて、高杉（2019）は、「重層的地域プラットフォームシステム」を提示している。高杉

の提示する重層的地域プラットフォームシステムとは、「地区・小地域レベル」、「市町村レ

ベル」「ブロック圏域レベル」「県レベル」とそれぞれの専門性と機関の役割を活かした支援

を重層的に行うことによって、制度の狭間への課題にアプローチしようという仕組みであ

る。 
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グラフ１ 分類別割合

①地域に向けた事業展開

②他法⼈や⾏政、医療、教育機関等との

ネットワーク活動

③各種勉強会やボランティア育成、児童、

⽣徒の受け⼊れ等の福祉教育活動

④就労⽀援・学習⽀援・⽣活困窮者⽀援

⑤社会的な擁護を必要とする者への⽀援

⑥地域活性化に向けた取組

⑦その他



５．考察 

社会福祉法人制度の設立過程やこれまでの社会福祉施設の実践から、社会福祉法人の役

割は、営利企業では実施することが難しいが、地域社会や人が生きていくうえで必要な人権

や個人の尊厳に関わる公益的で社会的なサービスを提供をしていくことであることが改め

て認識された。社会福祉を取り巻く環境の変化においては、生活困窮者支援では、緊急的な

サービスである現物給付も必要不可欠であるが、困窮に至る過程においては、これらの一時

的なサービス提供では解決することができない複合的な課題を抱えている（厚生労働省

2000）宮本（2013）は、生活困窮に至る要因について、「現象形態と直接の原因は多様であ

るとはいえ，共通する要因として，経済的困窮と社会的孤立という２つの現象を抽出するこ

とができる。この現象は就労と家族という２つのセクターの不安定化が密接に関与してい

る.」と述べて、社会関係の喪失や経済雇用環境の変容が主な要因であると明らかにしてい

る。こうした課題に対して、大橋（2019）は「寄り添い型の支援により、生きる上で必要な

生活技術能力、家政管理能力の再形成とそれらの人を孤立させないソーシャルサポートネ

ットワークの 4 つの機能（①情緒的側面、②人としての尊厳、誇りを実感できる機会の提供

とそれを評価する側面、③生活上のお手伝いをしてくれる手段的サポートの側面、④必要な

情報を教えてくれる側面）を地域において多角的に構築していかなければならない」ことを

示している。つまり複雑化、多様化した課題を抱えた人に寄り添う個別的な支援を行うと同

時に、これらの人々が生活する地域に対して地域での繋がりや居場所を住民や関係機関と

のネットワークにより構築していく必要がある。その為に、社会福祉法人は、主に 2 つの機

能が発揮されるべきであることが先行研究と資料分析により明らかとなった。１つ目は、こ

れまで社会福祉法人や施設が実施してきた、施設利用者に対するサービス提供実施とその

専門性を活かした制度の狭間にいる人を対象した個別支援である。2 つ目は、現在求められ

ている「地域における公益的な取組」における地域の中で、関係機関とネットワークを作り、

支援を必要とする人が孤立、排除されない地域を作っていくことである。 
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