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＊人間学部人間福祉学科

1．福祉サービス領域におけるマネジメントの
必要性

　ソーシャルワーカーには，利用者に対する直接
的な援助ばかりではなく，自らが属する組織のマ
ネジメントという役割も求められる．キャリアを
積むにしたがって，グループの長，部門の責任者，
施設・機関の経営者としての職責も担うようにな
る．マネジメントの業務としては，職員を募集し
採用する，職員に対して業務の指示と調整を行う，
業務に優先順位を付ける，組織の構造を分析する，
組織内の委員会の働きを促進する，組織の専門性
を向上させる，職員間の葛藤を解決する，組織運
営に必要となる財源を確保することなどがある．
組織がうまく運営されていることが，結果として，
質の高い安定した利用者へのサービス提供につな
がる．
　またソーシャルワーカーは，所属する組織のな

かで，中間管理職として働くことが多い．職員へ
のスーパービジョン，コンサルテーション，人事
管理などを通じて，職員の専門家としての成長を
促進し，後進を育成する．たとえば，スーパービ
ジョンでは，職員の業務を監督したり指示したり
することで，利用者へのサービスの質を向上させ，
組織の規則や規定が守られていることを確認する．
　社会福祉分野において，マネジメント教育はあ
まり重視されてこなかった．社会福祉事業につい
ては，国や地方公共団体を除けば，1950年代よ
り社会福祉法人による経営が中心であった．人員
配置，設備基準，事業内容，事業資金の使い方な
ど，経営の全般にわたり，公的な規制が強いもの
であった．当然のことながら，規制のなかで，規
制に沿った運営がなされてきたのであり，法人の
なかでマネジメント能力を高めるという動機付け
に乏しかった．また家族や同族による経営，事業
承継も広く行われており，従事者を養成する学校

　社会福祉分野では，1950年代より社会福祉法人による事業経営が中心であった．しかし，高齢者の福
祉サービス分野では，2000年の介護保険制度の導入により状況は大きく変化し，経営主体の多元化がす
すんでいる．非営利組織や社会的企業では，使命に基づくマネジメントが基本となる．活動の成果を評
価するために，自己評価の方法，投資に対する社会的成果を分析する方法が開発されている．
　社会福祉士，介護福祉士の養成教育では，マネジメント教育はあまり重視されてこなかった．経営主
体の多元化，社会的企業の台頭などの環境変化に対応し，非営利組織と企業をともに想定したマネジメ
ント教育が求められている．社会福祉士を養成する学科で，マネジメント教育を実施するときのプログ
ラムとして，講義，フィールドワーク，演習からなる科目群を提案した．

Key Words：マネジメント，社会福祉教育，経営主体の多元化，非営利組織

湯浅　典人＊・出村　早苗＊

非営利組織と企業をともに想定したマネジメント教育
―社会福祉教育におけるプログラムの検討―



− 64−

非営利組織と企業をともに想定したマネジメント教育（湯浅典人・出村早苗）

教育において経営者を育成するという必要性も認
められてこなかった．
　高齢者の福祉サービス分野では，2000年の介
護保険制度の導入により，状況は大きく変化した．
事業主体に対する参入障壁が低くなり，居宅サー
ビスに限っては，企業の参入も認められるように
なった．

　表 1は，厚生労働省「平成 25年介護サービス
施設・事業所調査」により，2013年 10月 1日時
点における，経営（開設）主体別事業所数の構成
割合を示したものである．企業の占める割合が，
訪問介護，訪問看護ステーション，通所介護，福
祉用具貸与，認知症対応型共同生活介護などで，
最も多くなっている．つぎに，社会福祉法人，医

表 1　経営（開設）主体別事業所数の構成割合
（単位 :%）� 2013 年 10 月 1 日現在

総数
地方
公共
団体

日本赤
十字社・
社会保険
関係団体

社会
福祉
法人

医療
法人

社団・
財団
法人

協同
組合

企業

特定非
営利活
動法人
（NPO）

その他

居宅サービス事業所
　（訪問系）
　　訪問介護 100.0 0.4 … 20.0 6.1 1.2 2.7 64.0 5.3 0.4
　　訪問入浴介護 100.0 0.5 … 37.3 1.9 0.8 0.5 58.3 0.6 0.0
　　訪問看護ステーション 100.0 2.9 2.5 8.0 34.7 11.3 3.1 35.3 1.8 0.4
　（通所系）
　　通所介護 100.0 0.8 … 29.0 6.6 0.7 1.6 56.3 4.6 0.4
　　通所リハビリテーション 100.0 3.1 1.4 9.3 76.5 2.9 … 0.0 … 6.8
　　　　介護老人保健施設 100.0 3.8 2.1 16.7 73.6 3.1 … ・ … 0.8
　　　　医療施設 100.0 2.4 0.7 1.4 79.6 2.6 … 0.1 … 13.2
　（その他）
　　短期入所生活介護 100.0 2.8 … 81.7 3.8 0.1 0.4 10.6 0.5 0.1
　　短期入所療養介護 100.0 4.1 1.7 11.6 76.9 2.9 … − … 2.8
　　　　介護老人保健施設 100.0 3.9 2.0 15.9 74.2 3.0 … ・ … 1.0
　　　　医療施設 100.0 4.8 1.0 0.6 83.6 2.6 … − … 7.5
　　特定施設入居者生活介護 100.0 1.0 … 24.1 4.9 0.6 0.3 67.9 0.5 0.7
　　福祉用具貸与 100.0 0.1 … 2.4 1.3 0.3 1.9 93.0 0.6 0.4
　　特定福祉用具販売 100.0 0.0 … 1.5 0.9 0.2 1.8 94.6 0.6 0.3

地域密着型サービス事業所
　定期巡回・随時対応型訪問介護看護 100.0 − … 28.1 14.9 2.6 2.2 49.6 2.6 −
　夜間対応型訪問介護 100.0 0.7 … 28.1 12.9 2.9 0.7 51.8 2.9 −
　認知症対応型通所介護 100.0 0.5 … 46.7 12.1 1.0 1.5 31.7 6.3 0.2
　小規模多機能型居宅介護 100.0 0.1 … 31.2 13.1 0.8 1.7 45.8 7.0 0.4
　認知症対応型共同生活介護 100.0 0.1 … 23.8 17.3 0.4 0.5 53.1 4.7 0.2
　地域密着型特定施設入居者生活介護 100.0 − … 31.1 13.9 0.8 0.4 51.3 2.5 −
　複合型サービス 100.0 − … 9.7 32.3 4.8 1.6 43.5 8.1 −
　地域密着型介護老人福祉施設 100.0 8.8 − 91.2 ・ ・ ・ ・ ・ …
介護予防支援事業所
（地域包括支援センター）

100.0 29.0 … 51.9 12.4 3.6 0.9 1.6 0.5 0.1

居宅介護支援事業所 100.0 1.0 … 25.9 16.5 2.6 2.6 47.3 3.4 0.5

出所：厚生労働省「平成 25 年介護サービス施設・事業所調査」を修正．
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療法人，特定非営利活動法人（NPO）などが一
定の割合を占めている．経営主体の多元化がすす
んでいることがわかる．
　表 1に示した居宅サービス事業のうち，訪問介
護（ホームヘルプ）の事業所と通所介護（デイサー
ビス）の事業所の施設数と構成割合について，
2003年から 2013年までの 5年ごとの推移をまと
めたものが，表 2，表 3である．
　表 2より，訪問介護の事業所数は，2003年
15,701，2013年 32,761であり，10年間で約 2.1
倍に増加している．そのあいだに，企業は比率を
19.2％高め，社会福祉法人は 13.0％の減少，特定
非営利活動法人はほぼ変わらずとなっている．
　表 3より，通所介護の事業所数は，2003年
12,498，2013 年 38,127 で あ り，10 年 間 で 約
3.1倍に増加している．そのあいだに，企業は比
率を 37.2％高め，社会福祉法人は 32.9％の減少，
特定非営利活動法人はほぼ変わらずとなっている．
　以上から，2つの事業ではともに企業の比率の
上昇と社会福祉法人の比率の低下がすすんでお
り，企業の存在が大きくなっていることがわかる．
福祉サービス分野における経営主体の割合の変化
が，従事者養成校におけるマネジメント教育にど
のように関係してくるのかを精査する必要がある．

　社会福祉法（2000年）においては，社会福祉
事業の経営者に対して，サービスの質の向上，サー
ビスの自己評価の実施，事業経営の透明性の確保，
情報提供と情報開示など，その職責を果たすこと
が強く要請されている．利用者への直接援助の技
能とともに，ソーシャルワーカーには，マネジメ
ントの能力も求められている．

2．使命に基づくマネジメントと成果の評価

　高齢者の居宅サービス事業では経営主体の多元
化がすすんでいる．また，保育所に代わって病気
の子どもを預かるという，病児保育事業を展開す
る認定特定非営利活動法人のフローレンス，大阪
を拠点に精神疾患患者向けに訪問看護を手がけ，
東証マザーズに上場する N・フィールドなど，特
色のある事業を展開する組織も登場している．
　注目される動向として，1990年代からヨー
ロッパやアメリカなどで，社会問題をビジネスの
手法を用いて解決することを目指す「社会的企業
（social enterprise）」が台頭してきたことがある（山
本 2012）．イギリスの社会的企業連合（SEUK, 
Social Enterprise UK 2015：1）は，社会的企業を
つぎのように定義している．「社会的企業は，社

表 2　訪問介護（ホームヘルプ）事業所数と構成割合

年 施設数
構成割合（％）

社会福祉法人 企業 特定非営利活動法人

2003 15,701 33.0 44.8 4.7

2008 20,885 26.5 55.1 5.6

2013 32,761 20.0 64.0 5.3

出所：厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査（平成 15 年・20 年・25 年）」より作成

表 3　通所介護（デイサービス）事業所数と構成割合

年 施設数
構成割合（％）

社会福祉法人 企業 特定非営利活動法人

2003 12,498 61.9 19.1 4.0

2008 22,366 41.3 40.6 5.7

2013 38,127 29.0 56.3 4.6

出所：厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査（平成 15 年・20 年・25 年）」より作成
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会や環境の改善を目的とした活動を展開する事業
体である．自らの社会的使命について明確に意識
している．すなわち，どのような影響をもたらそ
うとしているのか，誰を援助しようとしているか，
どのように計画すればよいのかについて自覚して
いる」．そして，その特色として，収入のほとん
どもしくはすべてを商品の販売やサービスの提供
によって得ていること，事業から得た利益につい
ては社会的使命を追求するために再投資するとい
う明確なルールを持っていることをあげている．
世界で最も有名な社会的企業として，ビッグイ
シュー（The Big Issue）がある．ホームレスの人
に雑誌販売の仕事を提供し，自立を応援する事業
を行っている．雑誌『ビッグイシュー』は 1991
年にロンドンで発売され，日本では 2003年 9
月に創刊した．
　日本の社会的企業の基本形態には，大きく見る
と非営利組織と営利組織の 2つのパターンが存在
している（谷本 2006：7）．図 1に示すように，
社会的企業は非営利セクターと営利セクターの中
間的な部分を占め，非営利組織と企業とに重なり
合っている．

図 1　社会的企業の位置づけ

非営利
組織

企業社会的
企業

中間的な部分

非営利 営利

出所：山本（2012：59）を参考にして筆者作成

　企業と非営利組織の違いは，活動の成果を測
るうえでの基準の違いにある（Drucker & Stern 
1998＝ 2000：ⅲ）．企業は，自らが生み出す製
品やサービスを通じて，顧客の必要を満たし社会
に貢献すると同時に，利益をできるだけ最大化し
ようとする．利益をあげることが重要な目標であ
り，利益はその活動の成果を測る基準となってい

る．一方，非営利組織は，成果を測る共通の基準
をもたないために，その測定が困難である．
　非営利組織が存在する目的は，使命（mission）
を実現することにある．使命とは，「現在の活動
をなぜ行っているかという理由，組織の存在理由
や目的」（Drucker & Stern 1998 ＝ 2000：5）で
ある．それゆえ，非営利組織のマネジメントには，
使命に基づくマネジメントが重要となる（岸本 
2009：70-72）．使命が明確に表現され，それ
を組織のメンバーがはっきりと理解し，支持しな
いかぎり，事業はなりゆきまかせとなってしまう．
　Drucker & Stern（1998 ＝ 2000：9-61）は，非
営利組織が改善を目的とした自己評価を行うため
に，つぎの 5つの質問からなるツールを示してい
る．1．われわれの使命は何か．2．われわれの顧
客は誰か．3．顧客は何を価値あるものと考える
か．4．われわれの成果は何か．5．われわれの計
画は何か．
　組織に関わるメンバーは，なぜ組織は存在する
のか，どのようにすれば社会に変革をもたらすこ
とができるのか，また，成果（results）に焦点を
あて，それを達成するために何をしなければなら
ないのかについて考え，話し合うことになる．
　これらの質問のなかで注意すべき点は顧客
（customers）のとらえ方である．非営利組織には

2種類の顧客がいるとしている．「第一の顧客」は，
組織の活動によって生活が改善される人々であ
る．第二の「支援してくれる顧客」とは，ボラン
ティア，メンバー，パートナー，資金提供者，委
託先，職員，その他の人々で，組織の活動に参加
することで満足感や達成感を味わいたいと思って
いる人々である．（Drucker & Stern 1998＝ 2000：
20-21）
　その他の成果の評価方法として，SROI（Social 
Return on Investment）がある．SROIは，①社会
的事業によって社会全体のコストがどれだけ削減
されたか，②社会的事業に雇用された結果，クラ
イアント（ここではホームレスや障害者，マイノ
リティなど）の生活がどのように変化したか，の
2点に焦点をあてている（谷本 2006：268）．
たとえば，ビッグイシューの使命であるホームレ
ス問題の解決では，ホームレスであった人が，ビッ
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グイシューとの契約で雇用経験を積み，さらにそ
こから一般企業の就職につながった場合，かつて
彼が行政から受けていた生活保護費や非営利組織
からの物的支援などがもはや不要となり，これら
の年間数百万円の金額は社会全体の利益として計
上できる．これが SROIの基本的な発想である（山
本 2012：108）．

3．社会福祉士，介護福祉士の養成課程に おけ
るマネジメント教育

　本論においては，マネジメント教育を「効果的
かつ効率的に組織を運営する能力の習得を目指し
た教育」の意味で使用する．
　日本学術会議社会学委員会の「社会福祉学分野
の参照基準検討委員会」（2015：6）は，社会福
祉学教育によって習得される社会福祉学に固有な
能力として，1）個人の尊厳を重視し支援する能
力，2）生活問題を発見し，普遍化する能力，3）
社会資源を調整・開発する能力，4）社会福祉の
運営に貢献する能力，5）権利を擁護する能力，
6）個人の力を高め社会を開発する能力，の 6点
を整理している．マネジメントに関する能力は 4）
であり，「権限，情報，人員，財源などの社会福
祉の組織の構成要素を学び，社会福祉の運営に関
する知識・スキルを習得することによって，効果
的かつ効率的な社会福祉の運営に貢献することが
できる」（2015：6）と説明している．
　社会福祉士や介護福祉士の養成教育において，
マネジメント教育はどのように位置づけられてい
るのだろうか．
　社会福祉士の一般養成施設のカリキュラムは，
合計で 1,200時間分あり，その内訳は講義 780
時間，実習・演習 420時間である．マネジメン
トに関連する講義科目として，「福祉サービスの
組織と経営」（30時間）がある．科目のねらいと
して，①福祉サービスに係る組織や団体（社会福
祉法人，医療法人，特定非営利活動法人，営利法人，
市民団体，自治会など）について理解する，②福
祉サービスの組織と経営に係る基礎理論について
理解する，③福祉サービスの経営と管理運営につ
いて理解する，の 3点があげられている．福祉サー
ビスの経営にかかわる基本的な内容が盛り込まれ

ている．また，「相談援助実習」（180時間）に
含まれるべき事項として，8項目が示されており，
そのなかの一項目として「 施設・事業者・機関・
団体等の経営やサービスの管理運営の実際」があ
る．マネジメントに関して，基本的な内容は盛り
込まれてはいるが，カリキュラム全体のなかに占
める割合は低く，重要度は高くないと評価できる．
　介護福祉士の養成施設におけるカリキュラム
は，合計で 1,850時間あり，その内訳として，
450時間の介護実習と 120時間の介護総合演習
を含んでいる．カリキュラムのなかにマネジメン
トに関連する教育内容は，ほとんど見つけること
はできない．利用者に対する基本的姿勢や直接的
な援助能力の習得が中心となっており，マネジメ
ントに関連すると考えられる項目は，リスクマネ
ジメントと多職種連携（チームアプローチ）のみ
である．
　リスクマネジメントについては，教育内容「介
護の基本」（180時間）のなかで「教育に含むべ
き項目」として「介護における安全の確保とリス
クマネジメント」が指定されている．また，多職
種連携（チームアプローチ）については，教育内
容「介護の基本」のなかに，教育に含むべき項目
として「介護実践における連携」，「介護過程」の
なかに「介護過程とチームアプローチ」，「認知症
の理解」のなかに「チームアプローチ」，「障害の
理解」のなかに「チームアプローチ」が指定され
ている．資格取得時の介護福祉士養成の目標（11
項目）のひとつとして，「利用者本位のサービス
を提供するため，多職種協働によるチームアプ
ローチの必要性を理解できる」があげられている．
また「介護実習」の目的として，「多職種協働や
関係機関との連携を通じてチームの一員としての
介護福祉士の役割について理解する」との表現が
ある．このように多職種連携（チームアプローチ）
に関する用語が多く見受けられる一方で，介護福
祉士がチームを運営し，組織と経営を理解したう
えで関係機関との連携をすすめるというマネジメ
ントの視点は取り入れられていない．
　社会福祉士を養成するいくつかの大学で，国家
資格の指定科目以外にもマネジメントに関連する
科目群を設定し，独自の教育がすすめられている
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（村田 2013：58-60）．本稿ではつぎの 2つの事
例を取り上げる．
（1） 日本社会事業大学 社会福祉学部
　　福祉計画学科
　福祉計画学科には福祉経営コースと地域福祉
コースの 2つがある．福祉経営コースは，福祉
経営や政策の専門家を養成することを目的として
いる．学ぶ内容は，①福祉サービスを必要とする
人々の問題を把握し，その解決を支援するために
必要な「法」，「経営」，「計画」，「政策」について，
実施上のシステムや手法等．②サービス利用者へ
の情報提供，利用援助，権利擁護等の今日的な重
要テーマ，である．
　カリキュラムは社会福祉士国家試験指定科目
（58単位）のほかに，「福祉経営コース　福祉経
営履修モデル」として，24単位の科目群が設け
られている．その科目名（科目のあとの数字は単
位数を示す）は，福祉と経営（経済）（2）福祉
と経営（施設）（2）福祉と計画（行政計画）（2）
福祉と政策（国際）（2）福祉と政策（理論）（2）
福祉と政策（歴史）（2）福祉と法（家族法）（2）
福祉と法（民法）（2）福祉計画学科開講科目の
中から適宜履修（8）である．広い範囲をカバー
する基礎的な科目が開講されている．
（2） 淑徳大学 総合福祉学部 社会福祉学科
　社会福祉学科には，社会福祉プログラム，精神
保健プログラムなど 7つの教育プログラムが用
意されている．そのうちの一つに福祉系ビジネス
プログラムがあり，「ビジネス産業界において求
められている，福祉の視点を取り込んだ，質の高
い福祉サービスを提案できる人材を育成」するこ
とを目的としている．このプログラムの特徴は，
5日間を基本とした福祉系企業でのインターン
シップ（社会研修）が実施されていることである．
研修の前には，事例検討やイベント企画などの演
習，研修後にはビジネスプランの作成を行うなど，
実践力の育成が目指されている．
　その他に，社会福祉士は養成していないが，社
会起業能力の養成をおもな目的とする学科があ
り，注目される．関西学院大学人間福祉学部に
2008年 4月に開設された社会起業学科である．
学科の定員は 70名，専任教員は 9名である．人

材育成の目標として，「持続可能な福祉社会の実
現に向けて，ローカル・ガバナンスに視点をおい
た総合的アプローチに基づき，多元的・国際的に
行動できる市民力の形成を目指し，人間福祉を核
とする優れた社会起業能力の養成を行う」ことが
掲げられている．社会起業についての入門・総
論・特論の講義のほか，ソーシャルマーケティン
グ論，ヒューマンサービス産業論，非営利マネジ
メント論などの特色のある科目が設けられてい
る．また，海外・国内における社会起業フィール
ドワーク，社会起業インターンシップがある．

4．教育プログラムの検討

　経営主体の多元化，社会的企業の台頭などの環
境変化に対応し，非営利組織と企業をともに想定
したマネジメント教育が求められている．ここで
は，4年制大学の学部を中心に教育プログラムを
検討する．
　マネジメント教育は，経営学の分野で蓄積され
た知識や開発された手法を中心にして，すすめら
れることになる．経営学の分析の対象は何であろ
うか．榊原（2013：17）は，「経営学は企業を
対象とする領域学であり，要するに企業の成り立
ちと動きを分析する学」であると述べている．
一方，日本学術会議 経営学分野の参照基準検討
分科会（2012：ⅲ）は，「経営学は，営利・非営
利のあらゆる継続的事業体における組織活動の
企画・運営に関する科学的知識の体系である．
営利・非営利のあらゆる継続的事業体には，私
企業のみならず国・地方自治体，学校，病院，
NPO，家庭などが含まれる」としている．従来
の経営学の対象は企業であったが，その対象は
国・地方自治体，学校，病院，NPO，家庭など
に拡大されつつあると言えるのではないだろう
か．それゆえ，非営利組織と企業をともに想定し
たマネジメント教育では，営利・非営利のあらゆ
る継続的事業体を分析の対象とする，「新しい経
営学」を基盤とすることになる．
  広義の経営学は，つぎのような学問領域から成
立している（日本学術会議 経営学分野の参照基
準検討分科会 2012：3）．①経営者あるいは職能
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分化した管理者の視点から営利・非営利のあらゆ
る事業継続体の諸課題を取り扱う経営管理論，②
経営活動を貨幣数値的に認識・測定して，外部・
内部利害関係者（ステークホルダー）に伝達し，
それぞれの立場からの意思決定や利害関係間の利
害調整などに有用な会計情報を取り扱う会計学，
③生産と消費の間の懸隔を架橋するための取引・
輸送・在庫・金融・保険などを取り合う商学，④
経営上の諸問題を発見し，工学的な手法を適用し，
諸課題の最適な解決を求める経営工学，⑤情報技
術を活用し敏速な意思決定を促進する経営情報学
などである．
　つぎに，社会福祉士や介護福祉士を養成してい
る社会福祉系の学科内に，マネジメント系のコー
スを設置する教育プログラム案を考えてみたい．
社会福祉士，介護福祉士どちらかの資格の上乗せ
として，マネジメントの科目群を開設することを
基本とする．もし，社会福祉士と介護福祉士の資
格をともに目指しているようなときは，学生の負
担が大きく，このコースを履修することは難しい．
　同じ大学内に経営学の学部や学科がある，もし
くは経営学を専攻する教員がいる場合には，経営
学やマネジメントの基礎科目を担当してもらうこ
とができる．開講科目としては，経営学，マーケ
ティング，財務管理，会計学，簿記の原理と応用，
人的資源管理論，経営戦略，ビジネスモデルと事
業戦略，などが考えられる．また，税法，民法，
商法などの法学の科目開講も必要である．社会福
祉分野，介護福祉分野の特徴を押さえたうえで，
また企業と非営利組織との共通点と相違点を把握
したうえで，授業を展開することが求められる．
　どのような人材を育成しようとするのか，その
目標によって，コースの名称や教育内容は異なっ
てくる．ここでは，コースの名称としてつぎの 3
つを提案する．
①福祉マネジメントコース　非営利組織と企業双
方で通用するマネジメント能力を持った人材を育
成することを目標とする．非営利組織もしくは企
業のどちらかに焦点をあてるのではなく，両方の
組織におけるマネジメントを幅広く学ぶ．
②社会的企業（もしくはソーシャルビジネス）コー
ス　ビジネスの手法を用いて，社会の課題を解決

することのできる人材を育成することを目標とす
る．企業を対象とする経営学の関連科目を重点的
に学ぶ．
③社会起業コース　将来の社会起業家を育成する
ことを目標とする．組織を立ち上げ，運営してい
く過程で必要とされる知識を学び，技能を身に付
ける．
　3つのコースそれぞれで，重点を置く教育内容
は異なってくる．①福祉マネジメントコースでは，
つぎのような履修モデルが考えられる．（1）講
義科目，（2）フィールドワーク，インターンシッ
プ，（3）演習科目からなり，全体で 24単位をめ
どにする．
（1）講義科目
　社会福祉士国家試験の指定科目として「福祉
サービスの組織と経営」「福祉行財政と福祉計画」
があり，いずれも資格の必修科目となっている．
また，社会福祉政策や福祉サービスの動向，高齢
者・障害者・低所得者・児童の福祉，さまざまな
社会問題については，指定科目のなかに内容が組
み込まれている．コースで開講する科目では，そ
れらとの重複を避けることが必要である．
　つぎのような科目が考えられる．福祉ビジネス
論，ヒューマンサービス産業論，非営利マネジメ
ント論，社会的企業（ソーシャルビジネス）論，
ビジネススキル，ソーシャルマーケティング，ビ
ジネスプランニング，社会起業論，リーダーシッ
プ論，組織経営と ITなどである．
　科目として示した「ソーシャルマーケティング」
は，マーケターの便益のためではなく，「ターゲッ
ト顧客と社会一般の便益のため」に，「社会行動」
に影響を及ぼそうとするものである（Andreasen 
& Kotler 2003＝ 2005：473）．企業の利益追求
中心のマーケティングに対し，1960年代後半か
ら 70年代前半にアメリカで生まれた．その結果，
企業においても，その社会的存在という観点から，
社会的使命，環境問題，エコロジー，文化活動と
いったテーマが取り上げられている．また，従来
の営利企業だけではなく，社会的企業，非営利組
織，自治体などもその活動と目的を達成するため
に，マーケティングの手法を取り入れている．
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（2）フィールドワーク，インターンシップ
　実践での能力を育成するためには，フィールド
ワーク，インターンシップは必須である．フィー
ルドとして，社会福祉士や介護福祉士の実習で指
定されている施設や機関以外で行うことも考えら
れる．
（3）演習科目
　フィールドワーク，インターンシップの事前学
習，事後学習を行う．内容として，起業家や社会
的企業で活躍する外部の講師を招く，ビジネスマ
ナーを学ぶ，フィールドワーク終了後に自らビジ
ネスプランを作成することなどが考えられる．
　マネジメントの役割を理解するためには，演習
のなかでさまざまな事例を検討することが不可欠
である．マネジメントを担うときには，利用者へ
適切なサービスを提供することと，売り上げや利
益を向上させることとのあいだで，調整がつかな
くなり，板挟みの状況に陥るときがある．学生に
事例を示すことによって，板挟みが発生する状況
を理解させ，どのように対応すればよいのかを考
えさせることが必要である．たとえば，高齢者施
設において，利用者のオムツ使用頻度の高さから，
オムツに関わる経費の削減を求められる場合があ
る．削減によってケアの質を落とすことはあって
はならない．どうすればよいのだろうか．
　排泄ケアのあり方を見直すことによって，ケア
の質の向上と経費削減を同時に達成した事例とし
て，介護療養型医療施設（療養病床）の八千代
病院での実践がある（田中 2003）．この病院で
は，排泄プロジェクトチームを作り，専門の排泄
コーディネータを配置した．利用者全員の毎日の
排泄状況（トイレ誘導の時間と回数，排泄時の失
禁の有無，オムツの種類や使用枚数等）を詳細に
把握することで，オムツが濡れる前のトイレ誘導
が可能となり，オムツ交換の回数が減少した．従
来は定時に交換していたが，利用者の必要に応じ
て随時に交換することにした．取り組みの結果，
10％から 15％であった失禁率は，5％にまで下
がった．また年間で約 100万円の経費削減を達
成した．

　ここまで 4年制大学におけるマネジメント教育

のあり方を考察してきた．今後の課題として，独
自の取り組みを行ってきた大学の教育成果の評
価，大学院や認定社会福祉士制度におけるマネジ
メント教育の検討がある．
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