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【要旨】

本稿では，まず，これまであまり実践の蓄積のない，学校教育の中で奉仕活動・体験活動を推

進するための国の施策や都道府県による取り組みの経過等を概観した。また，そのことを通じ

て，学校教育の中で奉仕活動・体験活動を推進するため，学校や地域社会及び教育委員会等が解

決を強く求められている課題を明らかにした。さらに，明らかになった課題は，まず学校だけで

解決策を講ずべきものが多いが，例えば児童生徒の奉仕活動・体験活動の選択肢を拡大するな

ど，学校と地域社会及び教育委員会等との連携・協働で，よりよく解決できるものが多いことな

どを論じた。
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� はじめに

近年，都市化や少子化，地域社会における人

間関係の希薄化等の進行により，児童・生徒の

豊かな成長に欠かせない，多くの人々や社会・

自然などと直接ふれあう様々な体験の機会が地

域や家庭において乏しくなったことを背景とし

て，学校教育の中で奉仕活動・体験活動を推進

しようとする取り組みが活発になっている。特

に，２００２年度から小・中学校（高等学校は２００３

年度から）で実施された新学習指導要領に基づ

く取り組みは，「総合的な学習の時間」への取

り組みが始まったこととも関わって，一層活発

になっている。

しかし，それにもかかわらず，学校教育現場

では，依然として，学校教育の中で奉仕活動・

体験活動を推進することに対する根強い反発や

戸惑いがあるように思われる。

また，学校教育と違い，これまで，かなり長

期間，様々な形で奉仕活動・体験活動の推進に

取り組んできた社会教育は，そうした実践の蓄

積を生かして学校教育と協働したり，サポート

したりすることが，必ずしも十分にできていな

いように見受けられる。

もちろん学校教育でも，これまで例えば学校

行事で様々な体験活動が行われてきたし，教科
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の学習指導でも調査・見学や観察・実験等，あ

るいは博物館や図書館などの社会教育施設等の

利用による体験的な活動が行われてきた。けれ

ども，こうした学校教育での取り組みは断片的

であることが多く，計画的にある程度まとまっ

た期間継続して実施されることは極めて少な

かった。また，学校段階が上がるに従い，徐々

に減少する傾向がある。

そして，こうした学校教育と社会教育双方の

戸惑いや混乱，あるいは持てる力量を十分に発

揮できないでいる大きな理由は，関係者の意識

の中で奉仕活動・体験活動等を学校教育で取り

上げる教育的意義が明らかではなく，学校にお

ける教育活動のどこに，どのように位置づける

かが十分明確になっていないからであると思わ

れる。

本稿は，上述したような現状認識に基づき，

奉仕活動・体験活動に関する様々な答申・建議

や文部科学省を中心とした国及び都道府県の施

策を跡づけることを通して，その教育的意義や

学校教育活動のどこに，どのように位置づける

べきかを明らかにする。また，その中で学校や

地域社会等が求められていることを明確にする

作業を通じて，今後，学校教育の中で奉仕活

動・体験活動を推進しようとする時に生ずる課

題等について，具体的に論じようとするもので

ある。

� 学校教育における奉仕活動・体験活

動等の推進に向けた国の取り組みの経

過

我が国においては，各種の答申・建議等にお

いて，奉仕活動・体験活動の重要性が，当初，

あくまで一般の青少年問題として，あるいは社

会教育に関連する課題として様々に提言され

た。そうした代表例としては，総理府（当時）

の付属機関として設置された青少年問題審議会

が１９６６年に行った答申「当面の青少年対策の重

点について」，社会教育審議会が１９７１年に行っ

た答申「急激な社会構造の変化に対処する社会

教育のあり方について」，１９８４年に内閣に設置

された臨時教育審議会が１９８６年に出した「第二

次答申」，中央教育審議会が１９８１年に行った答

申「生涯教育について」，生涯学習審議会が１９９２

年に行った答申「今後の社会の動向に対応した

生涯学習の振興方策について」などがある。

そして，やがては主として学校教育に関わる

問題として論じられるようになった。

以下に，その経過を概観する。そうした作業

を通じて，学校教育の中で奉仕活動・体験活動

を推進する上での課題が明らかになる面もある

と思われるからである。

１ 答申等にみる奉仕活動・体験活動 ～学校

教育を中心として～

� 中央教育審議会答申

第１５期中央教育審議会が１９９６年７月に行った

第一次答申「２１世紀を展望した我が国の教育の

在り方について―子供に『生きる力』と『ゆと

り』を―」では，「……子供たちに『生きる力』

をはぐくむためには，自然や社会の現実に触れ

る実際の体験が必要である」と指摘した。また，

「……体験は，子供たちの成長の糧であり，

『生きる力』をはぐくむ基盤である……」とし，

豊かな人間性をはぐくむための教育は「道徳教

育はもちろんのこと，特別活動や各教科などの

あらゆる教育活動を通じて一層の充実を図るべ

きであるが，その際には，特に，ボランティア

活動，自然体験，職場体験などの体験活動の充

実を図る必要がある……」と提言した。さらに，

「……学校も，その実態に応じてボランティア

活動に取り組むことを望みたい。その一つとし

て，例えば，PTAや地域の様々な民間団体と

手を結んで，子供たちのためにボランティア活

動の機会を作っていくような試みもあってよい

……」と指摘し，ボランティア活動展開のため
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の環境作りとして，情報提供やコーディネー

ターの養成など具体的な提言をした。

� 教育課程審議会答申

教育課程審議会が１９９８年７月に行った答申で

は，道徳教育の充実のため，「ボランティア活

動や自然体験活動などの体験的・実践的活動を

積極的に取り入れる必要がある……」と指摘し

た。さらに「体験的・実践的な指導をする上で

重要な機能を果たす特別活動については，特に

ボランティア活動の一層の充実を期待したいと

考える。ボランティア活動は，地域社会の一員

であることを自覚し，互いが支え合う社会の仕

組みを考える上で意義のあることであると同時

に，単に社会に貢献するということだけでな

く，自分自身を高めるためにも必要なことであ

り，大切なことである」と，ボランティア活動

の教育的意義を強調した。

また，同答申では，総合的な学習の時間の学

習活動に「自然体験やボランティアなどの社会

体験」を例示した。さらに，特別活動の改善に

ついて，小学校では，学校行事で「ボランティ

ア精神を養う活動を充実すること」としている。

中学校では，学級活動の「内容の例示にボラン

ティア活動などの社会参加の意義の理解に関す

る事項を加える」とともに，学校行事について，

「ボランティア活動などの社会参加の活動を内

容に示す」としている。高等学校では，ホーム

ルームについて，「内容の例示にボランティア

活動などの社会参加の意義の理解や自己責任に

関する事項を加える」としている。

同答申は，このように各校種別に，学校教育

の中でボランティア活動を充実する具体的な方

向を示すとともに，学校と家庭や地域社会との

一層の連携強化を求めている。

� 教育改革国民会議報告

２０００年３月に森内閣のもとで発足した教育改

革国民会議は同年１２月２２日，速やかにその実施

のための取り組みを求める「教育を変える１７の

提案」からなる報告をまとめた。

その提案の中に，人間性豊かな日本人を育成

するため「奉仕活動を全員が行うようにする」

ことを盛り込み，さらに，その具体策として

「�小・中学校では２週間，高等学校では１か

月間，共同生活などによる奉仕活動を行う。そ

の具体的な内容や実施方法については，子ども

の成長段階などに応じて各学校の工夫によるも

のとする。�奉仕活動の指導には，社会各分野

の経験者，青少年活動指導者などの参加を求め

る。親や教師をはじめとする大人も様々な機会

に奉仕活動の参加に努める。」などの提言をし

た。

同報告は学校教育法及び社会教育法の一部改

正に大きな影響を与えることになる。

� 中央教育審議会答申

中央教育審議会が２００２年７月２９日に行った答

申「青少年の奉仕活動・体験活動の推進方策等

について」では，奉仕活動・体験活動の必要性

と意義に触れつつ，その推進方策をもかなり具

体的に論じている。

まず，同答申のいう「奉仕活動」は，「自分

の時間を提供し，対価を目的とせず自分を含め

他人や地域，社会のために役立つ活動」として

できるだけ幅広くとらえるとした。奉仕活動と

ボランティア活動との区分には拘泥せず，「ボ

ランティア」や「ボランティア活動」のほうが

よりふさわしい場合には，そのようにするとし

た。

また，この答申では「� 奉仕活動・体験活

動をどのように推進していくのか ２ 初等中

等教育段階の青少年の学校内外における奉仕活

動・体験活動の推進」の中で，学校での取り組

み方策についても言及し，�連絡調整窓口の明

確化や教職員が協力して取り組む校内推進体制

の整備，�地域の協力を得るための学校サポー

ト（学校協力）委員会を設けるなどの体制づく

りに努めることなどを具体的に提言した。
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さらに，学校での取り組みに関連して教育委

員会に対し，地域の関係団体や関係機関との連

携による支援センター等の推進体制の整備など

による「学校での取り組みの推進・支援」と「教

職員の意識・能力の向上」を求めた。

２ 学習指導要領における奉仕活動・体験活動

の位置づけ

前述した各種答申や建議等を受けて，各学校

における教育課程編成の法的基準となる学習指

導要領では各校種とも，「ボランティア」や「奉

仕的・体験的活動」等が盛り込まれることと

なった。以下に，その経過を概観しておくこと

にする。

� １９８９年（平成元年）告示の学習指導要領

１９７７年（昭和５２年）７月に告示された学習指

導要領でも，例えば小学校の道徳教育に関連し

て「勤労の尊さを知るとともに，進んで人のた

めになる仕事をする。」などとされていた

が，１９８９年３月１５日に告示され１９９２年度から実

施された小学校及び中学校の学習指導要領で

は，次の通りさらに踏み込んだ内容となった。

�道徳教育

◇小学校

「第３章 道徳 第２ 内容〔第５学年及び

第６学年〕」で，「４ 主として集団や社会との

かかわりに関すること。 � 働くことの意義

を理解するとともに，社会に奉仕する喜びを

知って公共のために役に立つように努める。」

◇中学校

「第３章 道徳 第２ 内容 ６ 主として

集団や社会とのかかわりに関すること。 �

勤労の尊さを理解するとともに，社会への奉仕

の気持ちを深め，進んで公共の福祉と社会の発

展のために尽くすよう努める。」

�特別活動

◇小学校

「第４章 特別活動 第２ 内容 Ｄ 学校

行事 � 勤労生産・奉仕的行事 勤労の尊さ

や生産の喜びを体得するとともに，社会奉仕の

精神を涵養する体験が得られるような活動を行

うこと。」

◇中学校

「第４章 特別活動 第２ 内容 Ｄ 学校

行事 � 勤労生産・奉仕的行事 勤労の尊さ

や意義を理解し働くことや創造することの喜び

を体得し，社会奉仕の精神を養うとともに，職

業や進路にかかわる啓発的な体験が得られるよ

うな活動を行うこと。」

なお，１９８９年３月１５日に告示され，１９９４年度

から学年進行をもって実施された高等学校学習

指導要領では，「第３章 特別活動 第２ 内

容 Ｄ 学校行事 � 勤労生産・奉仕的行事

勤労の尊さや意義を理解し，働くことや創造

する喜びを体得し，社会奉仕の精神を養うとと

もに，職業観の形成や進路の選択決定などに資

する体験が得られるような活動を行うこと。」

とされていた。さらに，「第３ 指導計画の作

成と内容の取扱い １ 指導計画の作成に当

たっては，次の事項に配慮するものとする。

� 学校の創意工夫を生かすとともに，学校の

実態や生徒の発達段階及び特性等を考慮し，教

師の指導の下に，生徒による自主的，実践的な

活動が助長されるようにすること。その際，奉

仕的活動や，勤労にかかわる体験的な活動の機

会をできるだけ取り入れること。」としていた。

� １９９８年（平成１０年）告示の学習指導要領

前述した１９９８年７月の教育課程審議会答申を

踏まえ同年１２月１４日に告示され，２００２年度から

実施された小・中学校の学習指導要領では，目

玉ともいうべき新設の「総合的な学習の時間」

や道徳，特別活動などで「ボランティア活動」

が，より明確に位置づけられることになった。

�総合的な学習の時間

◇小学校

「第１章 総則 第３ 総合的な学習の時間
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の取扱い ５ 総合的な学習の時間の取扱いに

当たっては，次の事項に配慮するものとする。

� 自然体験やボランティア活動などの社会

体験，観察・実験，見学や調査，発表や討論，

ものづくりや生産活動など体験的な学習，問題

解決的な学習を積極的に取り入れること。」と

している。

◇中学校

「第１章 総則 第４ 総合的な学習の時間

の取扱い ５ �で小学校と全く同じ記述と

なっている。

�道徳教育

◇小学校

「第３章 道徳 第３ 指導計画の作成と各

学年にわたる内容の取扱い ３ 道徳の時間に

おける指導に当たっては，次の事項に配慮する

ものとする。�ボランティア活動や自然体験活

動などの体験活動を生かすなど多様な指導の工

夫，魅力的な教材開発や活用などを通して，生

徒の発達段階や特性を考慮した創意工夫ある指

導を行うこと。」としている。

◇中学校

「第３章 道徳 第３ 指導計画の作成と内

容の取扱い ３ 道徳の時間における指導に当

たっては，次の事項に配慮するものとする。�

で小学校と全く同じ記述となっている。

�特別活動

◇小学校

「第４章 特別活動 第２ 内容 Ｄ 学校

行事 � 勤労生産・奉仕的行事 勤労の尊さ

や生産の喜びを体得するとともに，ボランティ

ア活動など社会奉仕の精神を涵養する体験が得

られるような活動を行うこと。」となっている。

◇中学校

「第４章 特別活動 第２ 内容 Ｃ 学校

行事 � 勤労生産・奉仕的行事 勤労の尊さ

や創造することの喜びを体得し，職業や進路に

かかわる啓発的な体験が得られるようにすると

ともに，ボランティア活動など社会奉仕の精神

を養う体験が得られるような活動を行うこと。」

としている。

なお，小・中学校と同時に告示され，２００３年

度から実施される高等学校学習指導要領でも，

「第１章総則 第４款 総合的な学習の時間

５ �」，「第４章 特別活動 第２ 内容 Ｃ

学校行事 �」で，前述した小・中学校の学

習指導要領とほぼ同趣旨の記述がなされてい

る。

３ 関係法令の整備

２００１年６月２９日，「平成１２年１２月教育改革国

民会議報告の提案を踏まえ，本年（２００１年）１

月に文部科学省において策定された『２１世紀教

育新生プラン』に基づき，教育改革関連法案の

一つとして国会に提出された」（１）学校教育法の

一部を改正する法律案及び社会教育法の一部を

改正する法律案が成立し，同年７月１１日（一部

は２００２年１月１１日及び４月１日）施行された。

この改正は，「学校教育と社会教育とが相まっ

て子どもたちの体験活動を促進していく観点か

ら」（２）行われたものであった。以下に，その改

正の要点を整理しておきたい。

� 学校教育法の一部改正

学校教育法の一部を改正する法律（２００１年７

月１１日法律第１０５号）では，小・中学校，高等

学校，中等教育学校，盲・聾・養護学校につい

て，各校種の目標達成に資するよう，教育指導

を行うに当たり，児童生徒の体験的な学習活

動，特にボランティア活動などの社会奉仕体験

活動，自然体験活動その他の体験活動の充実に

努めるものとするとともに，社会教育関係団体

その他の関係団体及び関係機関との連携に十分

配慮しなければならないとした（３）。文部科学省

は，この規定が「学校に対して教育指導を行う

に当たって社会奉仕体験活動等の体験活動を充

実するよう努める旨を規定するものであって，
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児童生徒に対して体験活動を行うことを義務づ

けるものではない」（４）とし，あくまで学校の判

断に基づき，各学校の教育活動として，それぞ

れの教育計画に基づいて適切に実施されるべき

ものだとしている。

� 社会教育法の一部改正

社会教育法の一部を改正する法律（２００１年７

月１１日法律第１０６号）は，「社会教育行政におい

て，家庭や地域の教育力を向上させるための体

制整備を図るとともに，社会教育と学校教育，

家庭教育との連携を促進することを目的」（５）と

するものである。

同法は，「青少年の社会性や豊かな人間性を

育む観点から，教育委員会や社会教育施設が自

ら体験活動の機会を実施すること，及び民間の

社会教育団体等が実施する事業を奨励すること

を教育委員会の事務」（６）とする趣旨を第５条第

１２号で規定した。

文部科学省では同法改正の背景として，「青

少年一人一人が，日常的に様々な体験の中で多

くの人と関わり，試行錯誤しながら社会のルー

ルや自ら考え行動する習慣を身につけていくこ

とが難しくなってきています。このため，地域

において，意図的・計画的に青少年に様々な体

験活動の機会を提供することが，社会教育が担

うべき重要な役割」（７）になってきたと説明して

いる。

なお，この両法案に大きな影響を与えた教育

改革国民会議報告に関連して，「奉仕活動の真

の狙いは，道徳教育の活性化にある。ただ，道

徳教育の重要性を説いてもインパクトがないか

ら，具体的な方法として，奉仕活動をとりあげ

たのである。教育改革国民会議の意図もまさに

そこにある。」（８）との考え方もあった。そのた

め，両法案の国会における審議の焦点は，本来

自発的・自主的であるべき奉仕活動が法的に位

置づけられることにより，実質的な強制力をも

つことになるのではないかという点であった。

また，両法案は国会における審議の過程で，

「民主党が『単なる奉仕活動ではわかりにくい』

として修正を要求。与党側がこれに応じ

て」（９），「特にボランティア活動など」の文言

を付加し成立したものである。

４ 局長通知に示された文部科学省の考え方

３で述べた法律改正を受け文部科学省では

２００１年９月及び２００２年３月，体験活動に関する

局長通知を発した。この両通知は，ともに初等

中等教育局長と生涯学習政策局長の連名で発せ

られたものであり，学校教育及び社会教育にお

ける体験活動推進の取り組みに与える影響が大

きいと思われるので，以下にその内容を整理し

ておくことにする。

� 「学校教育及び社会教育における体験活動

の促進について（通知）」

この通知（１３文科初５９７号）は２００１年９月１４

日付で都道府県知事及び都道府県教育委員会等

宛に発せられたもので，学校教育及び社会教育

における体験活動の促進について留意点をまと

め，都道府県等が適切に対処するとともに，市

町村や社会教育施設及び社会教育団体等に対し

適切な指導助言をするよう求めたものである。

その要旨は次の通りである。

�学校教育と社会教育に共通する留意点

ア 学校教育と社会教育が相まって体験活動を

促進するという法改正の趣旨を踏まえ，多様

な体験活動の充実をはかること。

イ 各教育委員会は，関係機関や団体等と連携

を図り，協議会を設置するなど，学校教育及

び社会教育を通じた推進体制を整備するこ

と。

ウ 各教育委員会は，体験活動に関する情報の

収集・提供，相談への対応，参加者の希望と

受入先との間の必要な調整を行う仕組を整備

すること。

エ 各教育委員会は，社会教育施設や社会福祉
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施設などの関係機関，団体，企業等の協力を

得て，多様な体験活動の場や機会の確保に努

めること。

オ 各教育委員会は，体験活動を主催する社会

教育関係団体や民間グループに対して，公民

館などの社会教育施設をはじめとする所管施

設の利用に便宜を図ること。

カ 各教育委員会は，広く体験活動の指導者や

協力者を確保するとともに，研修等を通じて

人材の養成に努めること。

キ 学校及び教育委員会は，体験活動を実施す

るに当たって，受け入れ団体や施設の利用

者，入所者のプライバシーや情報の保護に留

意するとともに，当該施設・団体の本来の業

務に支障が生じないように配慮すること。そ

のため，協力を得る団体や施設との事前の連

絡や情報交換，参加者に対する事前指導等を

十分に行うこと。

ク 学校及び教育委員会は，参加者，指導者，

受入団体・施設の利用者，入所者又は職員の

安全確保に十分配慮すること。体験活動中の

事故等に適切に対処する体制整備をするとと

もに，事故補償のため保険の利用などに配慮

すること。

�学校教育における体験活動に関する留意点

ア 新学習指導要領を踏まえ，自ら学び自ら考

える力，豊かな人間性など「生きる力」を育

成していく観点から，体験活動の一層の充実

に努めること。

イ 各学校の教育目標，児童生徒の発達段階や

実態，地域の実情等を踏まえ，特別活動，総

合的な学習の時間をはじめとする教育活動に

体験活動を適切に位置づけ，計画的・継続的

な実施に努めること。その際，各教科等にお

ける学習指導との関連を図ることにも配慮す

ること。

ウ どのような体験活動を充実するかについて

は，各学校で地域や学校，児童生徒の実情を

踏まえて適切に判断し，教育活動としてそれ

ぞれの教育計画に基づき教師の適切な指導の

下で実施すること。その際，保護者や児童生

徒の意向や要望を踏まえ，児童生徒の発達段

階や活動内容に応じ，その自発性に配慮する

ことが大切であること。

エ 全教職員による協力の下に校内の指導体制

の確立を図るとともに，関係機関や団体等と

の連携に配慮し，幅広い関係者で構成する委

員会を設置するなど，学校の活動に支援を得

る体制を整備すること。

オ 体験活動の特質に即した評価を工夫し，点

数化した評価ではなく，児童生徒の優れてい

る点や長所を評価していく観点にたって行う

ことが大切であること。

カ 各学校で児童生徒に対して様々な学校外活

動に関する情報を積極的に提供するととも

に，学校外での体験活動の成果を学校の教育

指導に生かしたり，適切に評価したりするこ

とが望ましいこと。

�社会教育における体験活動に関する留意点

ア 社会教育の特色を生かした体験活動を行う

ことができることを踏まえ，教育委員会は関

係機関・団体等の協力を得ながら，青少年の

発達段階や地域の実情に応じ，多様な体験活

動の場や機会を提供するよう努めること。

イ 初等中等教育段階にある青少年の体験活動

はもとより，１８歳後の青年の体験活動の場や

機会の充実にも努めること。

ウ 青少年の体験活動の充実を図るには，地域

の成人一般のボランティア活動の振興を図る

ことが重要であり，それらの機会の充実に努

めること。

� 「学校教育及び社会教育における奉仕活

動・体験活動の推進に当たっての福祉担当部

局との連携について（通知）」

この通知（１３文科生第１１１２号）は２００２年３月

２９日付で，都道府県知事及び都道府県教育委員
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会等宛に発せられたものである。文部科学省と

厚生労働省との協議を踏まえ，厚生労働省社

会・援護局長から２００２年３月２８日付で都道府県

知事等に対して発せられた「学校教育及び社会

教育における奉仕活動・体験活動の推進につい

て（通知）」（社援発０３２８００１号）の趣旨を踏ま

えた適切な措置を要請するものである。

社会・援護局長通知に盛り込まれた「社会福

祉施設等における奉仕活動・体験活動の実施上

留意事項」は，�社会福祉施設等と学校，社会

教育関係者との事前協議，�安全確保を含めた

役割分担の明確化，�社会福祉施設等に対する

教職員の理解の促進，�児童生徒への事前指導

の実施，�児童生徒への適切な指導についての

社会福祉施設の協力，�安全確保及び事故等へ

の対応，�費用の負担である。

５ 国による主要な奉仕活動・体験活動推進施

策の概要

３で前述した学校教育法及び社会教育法の改

正や２００２年度からの完全学校週５日制の実施に

合わせ，国では２００２年度から地域の教育力を活

性化し，奉仕活動・体験活動を充実するための

施策の一環として，生涯学習政策局所管による

「学校内外を通じた奉仕活動・体験活動推進事

業」及び「子ども放課後・週末活動等支援事業」

（以下，「奉仕活動等推進事業」とする。）と，

初等中等教育局所管による「豊かな体験活動推

進事業」（以下，「豊かな体験事業」とする。）

等を実施している。なお，文部科学省はこの両

事業の実施に当たっては，４で述べた両局長の

連名による通知を踏まえるよう求めている。

以下では，これらの事業の概要及び都道府県

や市町村における具体的な展開例について述べ

ることにする。

� 「奉仕活動等推進事業」の概要

この事業は都道府県及び都道府県教育委員会

対象の委託事業であり，主たる内容は次の通り

である（１０）。

�地域教育力・体験活動等の総合的な推進体制

の整備

ア 地域教育力・体験活動推進協議会の設置

都道府県及び市町村に，幅広い関係者で組織

する協議会を設置し，地域の教育力活性化に向

けた生涯学習施策に関する企画立案や連絡調整

の実施，奉仕活動・体験活動を推進する上での

課題について協議等を行う。

イ 体験活動・ボランティア活動支援センター

の設置

都道府県及び市町村に支援センターを設置

し，コーディネーターを配置し，奉仕活動・体

験活動の機会や場の開拓，情報収集や提供，指

導者の登録と紹介，学校や個人と活動先との

マッチング等のコーディネートなどを行う。

なお，同推進事業の国レベルの取り組みとし

て，２００２年７月，国立教育政策研究所社会教育

実践研究センターに委嘱して「全国体験活動ボ

ランティア活動推進センター」が開設され，上

述した都道府県レベルで行う事業に加え，都道

府県のセンターの活動を様々な形で支援するこ

とや情報誌の作成・配布等を行っている。

�地域教育力の活性化に向けたモデル事業

都道府県や市町村に整備する推進体制との連

携協力により，地域の実情に即したモデル事業

（「地域教育力活性化モデル事業」，「放課後子

どもスポーツ活動活性化モデル事業」）を実施

する。

� 「豊かな体験事業」の概要

この事業は，都道府県及び指定都市の教育委

員会を対象とした委託事業であり，２００２年度は

１０１地域・７５８校で取り組まれている。その概要

は次のとおりである（１１）。

�「推進地域」及び「推進校」の指定

委託を受ける都道府県の市町村の中から「豊

かな体験活動推進地域」（以下，「推進地域」と

する。）を，また推進地域内の小・中・高等学
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校及び盲・聾・養護学校の中から「豊かな体験

活動推進校」（以下，「推進校」とする。）を指

定する。

推進校は，学校全体か特定学年・コースなど

が教育課程に位置づけ授業の一環として，他の

学校のモデルとなるよう，一定期間（年間７日

間以上またはその相当時間数以上）まとまった

体験活動を行う。

また，推進校においては，体験活動の場や機

会の開拓，指導者の確保，体験活動の円滑な実

施への協力を得るため，学校長を中心に地域の

様々な関係者からなる「学校支援委員会」を設

置することになっている。

�「豊かな体験活動推進地域協議会」の設置

推進地域に，地域の実態を踏まえながら，教

育委員会，推進校，関係行政機関，社会教育団

体等の関係団体，企業等の関係者等からなる協

議会を設置し，�ア推進地域として推進校の取り

組みを通じて実現したいねらいや重点，�イ推進

校全体の連携や取り組みの進め方，�ウ児童生徒

の学校段階・学年等に応じた教育課程を通じた

体験活動のあり方等について協議する。

なお，この推進地域と推進校の取り組みにつ

いては，ブロック交流会を別途開催して情報交

換するとともに，事例集を作成・配布し，その

成果を全国に普及する計画である。

６ 国の施策を受けた都道府県による具体的な

取り組み～Ａ県の事例を中心に～

４で述べた国による施策は取り組みが始まっ

たばかりであるが，実際に都道府県レベルでど

のように受けとめられ具体化されているか，Ａ

県を事例としてみておくことにする。

� 奉仕活動等推進事業の展開

県教育庁生涯学習課が所管し，次のような取

り組みをしている。

�「県地域教育力・体験活動推進協議会」の設

置

生涯学習政策局は事業委託に伴う「運用指針」

（以下，「指針」とする。）の中で，本協議会に

代わりうる既存の協議会や委員会等がある場合

には代替を認めているが，同県では既存のもの

を多くかかえながら，あえて新設した。

大学教授，小・中学校長，町教育長，子ども

会育成会連合会やPTA等の各種団体関係者な

ど１０名の委員で構成している。事務局を県教育

庁生涯学習課が担当し，�ア県の地域教育力向上

及び体験活動の総合的な推進にかかる企画立

案，�イ奉仕活動・体験活動を推進する上での諸

課題，�ウ市町村推進協議会との連絡調整その

他，推進のために必要な事業等について協議す

ることになっている。

�「体験活動ボランティア活動支援センター」

の設置

県総合社会教育センター内に設置した。コー

ディネーターを配置して，�ア体験活動ボラン

ティア活動に関する情報の収集と提供及び相

談，�イ市町村域を越えた活動のコーディネー

ト，�ウ市町村のセンターとの連絡及び支援，�エ

体験活動やセンター（市町村のセンターも含む）

に関する広報などを行っている。

なお，同県では，２０市町村でセンターが設置

されている。

また，他都道府県の状況をみると，センター

の業務は前述の「指針」に則して大差ないが，

設置場所は生涯学習センターなどの他，教育委

員会生涯学習課，図書館，社会福祉法人関連施

設など，ボランティア活動に対する各都道府県

の取り組み経過などを反映して様々である。

�指導者の養成・研修事業の実施

指導者養成のため，センターの事業として

「ボランティアコーディネーター育成セミ

ナー」を２日間の日程で開催した。内容は，ボ

ランティアコーディネーターの役割と資質，

コーディネートの実際と必要な技術の講義など

であった。
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また，同県が１９９９年度から始めた「全国子ど

もプラン」に伴う取り組みなどを踏まえ，幅広

い関係者が一堂に会して体験活動の一層の必要

性を確認するとともに，推進体制整備のあり方

などについて協議するため，県内６地区で「子

ども体験活動フォーラム」を開催した。主な内

容は，大学教授等による講演，学校や子どもセ

ンター関係者及び「子ども夢基金」助成団体等

からの報告と討論などであった。

� 市町村によるモデル事業

２０市町村がモデル地域として取り組んでお

り，その全市町村とも「指針」に従い，地域教

育力・体験活動等の総合的な推進体制整備のた

め「地域教育力・体験活動推進協議会」及び「体

験活動・ボランティア活動支援センター」を設

置している。

例えば人口約１万２千人のＫ町では，学校関

係者７名のほか，PTAや子ども会，社会福祉

協議会，商工会など各種団体の関係者など合計

１５名の委員からなる協議会を設置し，体験活動

の推進に関する諸課題等について協議してい

る。また，コーディネーター１名を配置し，体

験活動に関する情報収集・提供と相談業務等を

行う支援センターを週１回開設している。

� 「豊かな体験事業」の展開

同県は県教育庁義務教育課が所管し，前述し

た奉仕活動等推進事業のモデル市町村でもある

Ｋ町を含む２町を推進地域に選定して取り組ん

でいる。

例えばＫ町では，町内にある小学校４校，中

学校２校，高等学校１校の７校が推進校となっ

て取り組んでいる。推進地域としては，「地域

の特色を生かした体験学習の推進」と「他校種

の児童生徒や地域の人との交流体験学習の推

進」を重点目標としている。ほとんどの推進校

が体験活動を総合的な学習の時間に位置づけ，

小学校では例えば「三味線体験」，「伝統芸能（奴

踊り）体験」，「稲作やトマト作り体験」など，

中学校では「自然体験」や「独居老人との交流

体験」など，高等学校では「社会奉仕体験」や

「学校農園での勤労体験」，「伝統文化体験」な

どに取り組んでいる。

また地域としての推進体制は，県教育庁県立

学校課及び義務教育課職員，町教育委員会次

長，推進校の校長，町連合PTA会長からなる

「豊かな体験活動推進地域協議会」を設置し，

高等学校が事務局を担当している。

� 学校教育における奉仕活動・体験活

動の推進に向けた課題

すでに�で述べたように，学校教育の中で奉

仕活動・体験活動を推進することが，かなり前

から社会の要請であり，国による施策の大きな

流れであったことは明らかである。それも，奉

仕活動・体験活動を学校の教育活動の中に明確

に位置づけ，教師の適切な指導の下で，ある程

度の期間，計画的・継続的に実施することを強

く求めているのである。

しかし，学校教育がこうした求めに適切に応

ずることは，かなり至難なことであり，今後，

学校内部で解決しなければならない課題が数多

くある。また，学校だけがどんなに努力して

も，地域社会や社会教育等との連携・協力ある

いは協働なくしては解決し得ない課題もある。

学校教育の中での奉仕活動・体験活動の推進

は，具体的な取り組みが始まったばかりであ

り，数多くの課題があるが，主要なものについ

てだけ論ずることにする。

なお，課題は校種別に異なるものもあるが，

ここでは一般的な課題にとどめる。

１ 学校内部の課題

� 教職員の意識改革

すでに述べてきたように，奉仕活動・体験活

動を学校教育の中で扱う意義や必要性について

は，かなり以前から繰り返し指摘され，例えば
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指導要領の改訂など具体化を図る国の様々な取

り組みも行われてきており，学校にとって決し

て新しい問題ではないはずである。

それにもかかわらず，多くの教職員は，「教

育改革国民会議報告」以来の一連の動き，すな

わち学校教育法及び社会教育法の一部改正や新

学習指導要領への一層明確な位置づけなど，学

校教育における奉仕活動・体験活動の推進を目

指す国の取り組みに，いまなお困惑したり，時

には反発を感じたりしているのが現状である。

こうした教職員の意識改革は今日における最も

重大な課題であり，その解決なくしては先に進

むことができない。

まず，前述した答申・建議等で繰り返し提言

されてきた奉仕活動・体験活動の教育的意義や

必要性について，教職員がしっかりした共通理

解を得ることがすべてのスタート点である。中

でも，いまなお多くの教職員が「奉仕活動」に

抱いている，例えば「奉仕活動は自主的・自発

的に行われるべきものであり，学校教育で強制

すべきものではない」とか，「無償の行為であ

るべきボランティア活動を評価の対象にするの

は誤りだ」などの疑問や困惑を払拭する校内研

修の強化など，より積極的な取り組みを急ぐ必

要がある。

また，奉仕活動・体験活動を学校教育にしっ

かり根づかせていくためには，教職員が持って

いる自らの役割観の転換が大切な課題となる。

ある校長が指摘するように，「教師は，子ども

の主体性と言いながら真面目で心配性で責任感

が強いので，すべてを整え，すべてを仕切り，

すべても教え，いつのまにか黒板を背に教師自

身が主役になっていることが多い。」（１２）のであ

る。しかし，これでは奉仕活動・体験活動を学

校教育の中で推進しようとする趣旨が十分生か

されないだけでなく，児童生徒による体験活動

の内容等を狭く限定してしまいがちとなる。多

くの教職員が持っていると思われるこうした役

割観は，教職員に深く染みついた体質とでも言

うべきものであり，その転換は容易ではない

が，「自らの大胆な意識改革が必要」という教

職員の自覚を促す具体的な取り組みが求められ

る。

� 教育課程への適切な位置づけ

学校として奉仕活動・体験活動の充実を図る

に際し，自校の教育活動のどこに，どのように

位置づけて実施していくか，あるいは体験活動

の種類や期間等をどうするかは各学校の主体的

な判断に任されている。この際，奉仕活動・体

験活動の教育的な意義やねらいを確認しつつ，

学校の教育活動全体を見直し，各教科や道徳，

総合的な学習の時間，特別活動等の特質を考え

ながら教育課程に適切に位置づけ，一定期間ま

とまった活動ができるよう検討する必要があ

る。

具体的には，奉仕活動・体験活動のねらいや

内容に合わせて，例えば教科や道徳で扱うほ

か，体験的な学習を主要な活動方法として想定

している総合的な学習の時間で実施すること，

学校行事や生徒会活動等の特別活動で行うこと

など，様々に考えられるであろう。

また，国が一貫して強く求めている「一定期

間まとまった活動」を実現するには，これらの

組み合わせ，すなわち学校行事や生徒会活動で

メインになる体験活動を行い，毎週の総合的な

学習の時間で継続的に取り組むよう位置づける

など，各学校の実態に応じて多様な工夫が可能

であり，校内で幅広く知恵を集め魅力的な活動

になるよう検討すべきである。

� 校内推進体制づくり

奉仕活動・体験活動は，全教職員が共通理解

に基づき一体となり，協力して取り組む必要が

ある。そのため，各学校では，奉仕活動・体験

活動の企画・運営の担当セクションを設置した

り，あるいは指導上の工夫や調整の担当者を決

めたり，校外の関係機関や団体等との連絡調整
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をする窓口を明示するなど，校内における推進

体制の整備が大切である。

また，多くの学校では奉仕活動・体験活動の

実践の蓄積が乏しいことからすれば，体験活動

の実施によって得たノウハウなどを整理・保存

し，教職員間で共有化・標準化していくこと

が，校内で体験活動を継承していくため，特に

学年進行で継続的に実施する際に大切であり，

そうした取り組みをするセクションの整備など

も重要になる。

� 安全確保と事故補償対策

奉仕活動・体験活動は学校を離れて，しかも

知識・技術等も未熟なまま行うことが多いた

め，児童生徒や指導者，受け入れ機関（施設）

関係者等が事故にあう可能性もあり，その懸念

が教職員の体験活動に取り組む意欲を著しく殺

ぐ一因ともなっている。したがって，学校は

「緊急時対応マニュアル」等を作成して教職員

に徹底するとともに，学校と関係者による事前

の打ち合わせや調査等を綿密に行い，児童生徒

の丹念な事前学習を実施するなど，安全の確保

に十分な配慮をする必要がある。また，万一，

事故が発生した場合を想定し，災害補償のため

保険利用などの準備をしておくことが大切であ

る。

学校における奉仕活動・体験活動が十分に定

着していない今日，教職員の意欲を殺ぐことの

ないよう，体験活動時における安全確保と災害

補償対策の確立は重要な課題である。

� 評価手法の確立

前述した２００２年の中央教育審議会答申や文部

科学省の局長通知などは，従来から根強い「無

償性を原則とする奉仕活動・ボランティア活動

を評価の対象とするのは誤りである」との意見

を明確に否定した。そして，奉仕活動・体験活

動の特質を考え，点数化するのではなく，活動

のねらいを踏まえ，児童生徒の優れている点や

長所を把握し伸ばしていく観点から評価方法を

工夫するよう求めている。しかし，奉仕活動・

体験活動の評価はいまだ解決の糸口さえ見つ

かっていない困難な課題であり，様々な議論が

行われているが，これまで具体的で現実的な提

案はほとんどないと言っても過言ではないよう

にさえ思える。

つまり，評価をめぐる現状は，「……それ（評

価）が子どもたちの自発性・自律性を生み出し

高めていくようなものであること，そしてまた

奉仕活動・体験活動の継続性・連続性や発展性

へとつながるような，子どもたちへの自覚を促

し，励みを与えるものであることが大切として

きた。しかしこれらは，奉仕活動・体験活動の

評価を行い工夫していくうえでの原則的な視点

を示したにすぎない。具体的にそれをどのよう

に実行していくかについては，その多くを今後

に残している」（１３）との指摘そのままなのである。

２ 地域社会との関連で生ずる課題

学校における教育活動として行われる奉仕活

動・体験活動の多くは，教職員だけでなく地域

社会における多くの関係機関・団体等やその関

係者との連携・協働なくしては十分な成果を上

げることができない。また，児童生徒の豊かな

成長に必要な奉仕活動・体験活動のすべてを学

校が実施することは困難であり，地域社会で行

われる様々な体験活動に児童生徒を積極的に参

加させ，その成果を学校できちんと評価してい

くことが大切である。

そのため，学校は保護者や地域の人々，関係

機関・団体等に対し，学校の取り組み等に関す

る情報を積極的に提供し理解を求めるととも

に，地域や学校の実情に応じて，保護者，社会

教育・福祉などの各種団体，企業関係者など幅

広いメンバーから成る委員会を設置するなど，

学校の取り組みに支援を得る体制づくりが必要

である。

しかし，このように学校外の人々をメンバー
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とする組織等を設置し円滑に運営することは，

苦手とする教職員がこれまで圧倒的に多かっ

た。学校は，これらのメンバーを貴重な学校支

援ボランティアと考え，「彼らを単なる下請け

にせず，それとの互酬的な関係を築く必要があ

る」（１４）ことを認識すべきだ。そして，今後，学

校は前述した校外担当窓口になっている教職員

などを中心として，地域における体験活動の推

進体制づくりや，地域で行われる様々な体験活

動の実施に積極的に関わり協力するなど，教職

員が地域に積極的に出て，地域における様々な

人々との日常的な関係づくりを広げていく必要

がある。

３ 教育委員会が取り組むべき課題

� 基本的な指針策定などの環境整備

学校は一般的に，奉仕活動・体験活動のよう

な実践の蓄積の乏しい新しい課題に取り組むこ

とには極めて臆病で消極的である。そうした学

校を積極的な推進に向けて動かすためには，都

道府県及び市町村教育委員会が，奉仕活動・体

験活動を学校教育の中で推進するという明確な

意思とそのための具体的な手だてを盛り込ん

だ，確固とした基本指針を策定し学校に示す必

要がある。また，基本指針には，学校外で行わ

れることが多くなると思われる，児童生徒の奉

仕活動・体験活動に伴う安全管理基準や事故の

補償基準などを明示することにより，教職員が

学校外活動に抱く不安を払拭する配慮も欠かす

ことができない。

� 教職員の意識変革を目指す研修の充実

教職員の奉仕活動・体験活動に関する意識を

改革することは，各校で行われる校内研修だけ

に期待しても不可能であり，主として教育委員

会が取り組むべき緊急の課題である。

教科や特別活動等の指導に関連した内容を中

心とした従来の教職員向け研修に，奉仕活動・

体験活動に関する内容を盛り込む必要がある。

また，教職員が，教育委員会による研修だけで

なく，社会教育関係団体等の各種団体による

様々な研修に積極的に参加できるよう，例えば

研修に際して職務専念義務免除制度の運用を弾

力化するなど，参加奨励策を工夫すべきであ

る。

� 保護者等への普及啓発

意識改革が必要なのは，保護者も同様であ

る。学校が児童生徒の奉仕活動・体験活動の推

進に積極的に取り組もうとしても，保護者が

「校外での体験活動よりも，教室での勉強を」

などという考え方では，決して成果をあげるこ

とはできない。特に，学校ではなく，地域の関

係機関・団体等が行う体験活動への児童生徒の

参加は，保護者の意向が決定的に大きな影響を

与える。したがって，教育委員会は，学校の協

力も得ながら，保護者等に対して奉仕活動・体

験活動の必要性や教育的意義について普及啓発

する努力を，より積極的に行う必要がある。

� 体験活動のプログラム作成

すでに繰り返し述べてきたように，学校はこ

れまで奉仕活動・体験活動の実践の蓄積が乏し

いため，プログラム開発に苦労しているのが実

情であるし，今後急激にそうした能力が高まる

とも思われない。やはり，当面は教育委員会

が，豊富なノウハウを持つ社会教育施設職員な

どの力を積極的に活用しながら，学校教育の中

で実施可能なモデルプログラムを作成し学校に

提供する必要がある。その際，教育委員会が経

費を負担し，あらかじめボランティアバンクな

どに登録された人材を，学校に講師として派遣

する制度などが組み合わされていれば，学校に

とってはより力強い支援策となり，取り組み意

欲を一層高めることになる。

� 青少年教育施設等での積極的な取り組みへ

の支援

教育委員会は，学校教育における奉仕活動・

体験活動を推進するため，青少年教育施設をは
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じめとする社会教育施設の果たす役割が極めて

大きいことを再確認し，あらためて積極的な取

り組みをする必要がある。

社会教育施設等は，体験活動について豊富な

実践の蓄積があるが，この機会に従来からの事

業の一層の見直しを図り，学校教育の一環とし

て児童生徒を無理なく参加させることができる

ようなプログラムの開発・実施，また教職員が

煩わしさや負担感を覚えることなく利用できる

ような施設運営に全力をあげるべきである。そ

して，社会教育施設がそうした取り組みをする

ためには，職員の資質向上を含めた職員体制の

整備や財政的な裏付けが必要であり，施設の管

理及び指導にあたる教育委員会のより積極的な

支援が不可欠である。

� 地域ぐるみでの推進体制の整備

奉仕活動・体験活動を推進するに際し，児

童・生徒の自発性を確保することが極めて大切

だとされる。そのためには，学校教育の中で計

画・実施される活動へ，常に児童生徒を選択の

余地なく参加させる形は望ましくない。学校だ

けでなく，地域社会の様々な機関や団体等が実

施する奉仕活動・体験活動を含む豊富なメ

ニューの中から，児童生徒が自らの興味・関心

に応じ選んで参加するほうが活動への意欲も成

就感も高まる。また，成就感・達成感を得るこ

とにより，再挑戦の意欲も強まり，活動の継

続・発展につながるのである。

こうしたことから，教育委員会が核となり，

学校と地域社会の様々な機関・団体等の関係者

など幅広いメンバーからなる委員会や協議会を

設置して，体験活動推進のための連携・協働関

係を構築するとともに，体験活動の場や機会及

び指導者などの情報の収集・提供やコーデイ

ネート機能を持つセンターを開設するなど，地

域社会ぐるみの推進体制を整備すべきである。

そして，そのための国によるモデル事業等も実

施されていることは前述したとおりである。

学校がこの推進協議会等で，今，何を考え，

何をやっているのか，やろうとしているのかを

地域の人々にきちんと伝え理解してもらうこと

こそ，地域の幅広い機関・団体等及び関係者の

学校に対する協力を得る絶対の条件である。ま

た，学校がこうした場を通じて関係機関等との

意志疎通を十分に図ることで，児童生徒の受け

入れ機関が疲労感を残すような取り組みになる

ことを防ぎ，連携・協働関係を継続的なものに

することが可能になる。

さらにセンターが収集した体験活動に関する

豊富な情報を学校に提供することにより，児童

生徒の選択肢が拡大するとともに，教職員の取

り組みを援助することができる。

ただし，こうした協議会やセンターは，多く

の都道府県や市町村で，すでに同様の役割を持

つ類似のものがかなり設置されており，煩雑に

なり過ぎて関係者が混乱したり，事務担当者が

運営に忙殺されたりすることのないよう，新設

する際には十分な検討が必要である。

� おわりに

青少年一般や成人対象の奉仕活動・体験活動

を推進する取り組みは，青少年教育施設等の社

会教育施設や民間の団体等により，かなり以前

から様々な形で実施されてきた。けれども，学

校教育の中で，教育課程に明確に位置づけ，あ

る程度まとまった期間，継続的・計画的に実施

することは始まったばかりであり，評価など文

字通り手つかずの課題も多くある。

これらの課題は，あくまでも教職員を中心と

した学校教育の中での奉仕活動・体験活動への

積極的な取り組みを通じて解決が図られるべき

ものである。しかし，今なお，学校教育の中

で，奉仕活動・体験活動へ取り組むことに素朴

な疑問を持つ教職員がかなり多く，このままで

は，学校による自発的かつ積極的な取り組み

は，当面，期待薄である。
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こうした現状を打開し，学校による取り組み

を促進するためには，まず教育委員会が推進す

る確固とした姿勢を明らかにし，学校への指導

を一層強める必要がある。しかし，従来から教

育委員会で学校教育の指導を担当してきた職員

は，児童生徒による奉仕活動・体験活動への取

り組みについて十分な知識・経験を持っていな

い場合が圧倒的に多い。

したがって，この問題に関する教育委員会の

具体的な施策づくり等は，当面，これまでの取

り組みを通じて豊富なノウハウを蓄積してきた

青少年教育施設等の社会教育関係職員が重要な

役割を担う必要がある。
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