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Ⅰ　緒　言

近年，ノーマライゼーションが進展する中

で，障害のある児童・生徒の自立と社会参加

を社会全体として，生涯にわたって支援する

ことが重要な課題のひとつとなっている。こ

のことについて，2001年に公表された「21世

紀の特別支援教育の在り方について（最終答

申）」（21世紀の特別支援教育の在り方に関す

る調査研究協力者会議，2001）（1）でも，盲・

ろう・養護学校の児童・生徒が居住地から離

れた学校に就学することが多いこと，完全学

校週五日制による障害のある児童・生徒の地

域活動の機会等の充実に努めること，そして

障害のある児童・生徒が様々な地域活動を行

う際のボランティアの体制の整備を行うこと

が重要な課題であると指摘されている。

さらに，知的障害のある児童・生徒に限っ

てみても，山口和彦（2003）（2）は，厚生労働

省が2000年に行った知的障害児（者）基礎調

査結果において，地域活動への参加状況は18

歳未満の者ではほとんど参加しない者や参加

したことはない者が67.0％もあり，地域活動

への参加状況が低い傾向にあることが明らか

であるとしている。ただし，このうちの

52.7％の者は機会や場所があれば地域活動へ

参加したいとも希望している。このような状

況に関して，松矢勝宏（2003）（3）は知的障害
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のある児童・生徒が地域で豊かに過ごしてい

くためには意図的な地域活動の創設が必要で

あり，そうした休日等の地域活動に知的障害

のある児童・生徒が積極的に学齢児期より参

加していける環境を整備することが大切であ

ると指摘している。また，春口明朗（2003）（4）

や渡辺和弘（2003）（5）は，その環境整備のひ

とつとして，多数のボランティアを地域活動

に引き込むきっかけ作りとしてのボランティ

ア養成講座の実施が必須であるとしている。

しかし，2003年に全国知的障害養護学校長

会が全国の知的障害養護学校を対象とした質

問紙調査によると，ボランティア養成講座を

実施している学校は19.7％しかなかった（全

国知的障害養護学校長会，2003）（6）。

本稿では，このようなわが国の現状を踏ま

え，すでにボランティア講座を実施している

知的障害養護学校を対象として実施したボラ

ンティア養成講座に関する質問紙調査の結果

の概要を報告し，これから取り組む多くの知

的障害養護学校がその実施にあたって留意す

べき課題等を明らかにし，検討を加える。

Ⅱ　方　法

１　対象校

2002，2003年に全国知的障害障害養護学

校PTA連合会から「休日・放課後における障

害児の地域活動促進事業」にパイロット校と

して指定を受け，これからボランティア養成

講座に取り組む学校が参考にすることができ

るような先進的な取組がなされているであろ

う全国の知的障害養護学校20校とした。

２　調査期間

2004年10月～11月

３　調査方法

郵送によって，各学校のボランティア養成

講座に関する「実施主体」「会場」「募集方法」

「受講者」「講師」「予算」「実施数」「講義内

容」「受講生の意識の変化」「成果」の10項目，

ならびに，地域活動へのボランティアに関す

る「受講生が占める割合」「募集方法」「充足

度」「満足度」の４項目に関して，複数の選

択肢の中から該当するものを選択する記名方

式の質問紙への回答を依頼し，回収した。

４回収率

調査対象20校のうち15校から回答がなさ

れ，回収率は75％であった。

Ⅲ　結果と考察

１　ボランティア養成講座の開催状況

今回調査対象の知的障害養護学校における

ボランティア養成講座の実施状況としては，

実施校が10校（66.7％），未実施校が５校

（33.3％）であった。

以下，ボランティア養成講座を実施してい

る10校のボランティア活動並びにボランティ

ア養成講座の状況について検討を加える。

２　ボランティア活動の状況について

ボランティア養成講座を実施している各知

的障害養護学校が校区で地域活動を行う際，

どのような人を対象にしてボランティアを募

集しているかを表１に示した。10校すべてが

「自校のボランティア養成講座を受講した人」

を挙げていた。その他には「中高校生ボラン

ティア」７校，「近隣にある大学のボランテ

ィアサークル」と「教員」６校，「地域のボ

ランティア」５校，「社会福祉協議会などに

ボランティア登録している人」４校，「保護

者」２校，「地域のNPO法人」１校と，最高

７対象に募集を行っていた。

また，ボランティア活動への参加者の充足

状況は「充足している学校」が２校，「不足

している学校」が８校であった。また，ボラ

ンティアの活動状況への満足度としては「満

足している学校」が４校，「満足していない

学校」が５校であった。なお，無回答が１校

あった。

そして，ボランティア養成講座を受講した

人がボランティアとして活動に参加している

かを把握しているか尋ねたが，「把握してい
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る学校」７校，「把握していない学校」３校

であった。

このように，校区で地域活動を行う際のボ

ランティアの募集対象者として10校すべてが

「自校のボランティア養成講座を受講した人」

を挙げているが，前述した全国知的障害養護

学校長会の実態調査では「自校のボランティ

ア養成講座を受講した人」を活用している学

校が81校中50校（61.7％）であったことから

すると，今回の調査対象校がパイロット校と

してボランティア養成講座の検討を重ねてい

ることもあってか自校で養成したボランティ

アへのより強い期待が伺える（全国知的障害

養護学校長会，2003）（6）。しかし，それだけ

では充足することが不可能であるために，比

較的熱心に取組んでもらえると予想できる

「社会福祉協議会等にボランティア登録して

いる人」，「中高校生ボランティア」，「近隣の

大学のボランティアサークル」，「地域のボラ

ンティア」等にボランティアを募集していた。

ただし，そのような対象に募集を行っても，

８校が人材不足を挙げ，５校がその活動ぶり

に満足していない状況にあった。このことか

らも，受講生の定着を高めることのできるよ

うな，また，各学校の活動に直結するような

講義内容を組み込んだボランティア養成が更

に必要と思われる。

３　ボランティア養成講座について

（1）ボランティア養成講座の実施状況

ボランティア養成講座の主催者を表２に示

した。「学校」が７校とその多くで主催者と

なっていた。ただし，５校は単独主催ではな

表１　ボランティアの募集対象

募集対象 校数

講座受講者 2校（20.0％）

講座受講者＋社会福祉協議会の登録者＋中高校生 1校（10.0％）

講座受講者＋大学のサークル＋教員 1校（10.0％）

講座受講者＋中高校生＋大学のサークル＋地域のボランティア＋教員 2校（20.0％）

講座受講者＋社会福祉協議会の登録者＋中高校生＋大学のサークル＋保護者 1校（10.0％）

講座受講者＋中高校生＋地域のボランティア＋保護者＋教員 1校（10.0％）

講座受講生＋社会福祉協議会の登録者＋中高校生＋大学のサークル

＋地域のボランティア＋教員
1校（10.0％）

講座受講生＋社会福祉協議会の登録者＋中高校生＋大学のサークル

＋地域のボランティア＋教員＋NPO法人
1校（10.0％）

表２　ボランティア養成講座の実施主催者

養成講座の実施主催者 校数

PTA 3校（30.0％）
学校 2校（20.0％）
学校＋PTA 3校（30.0％）
学校＋福祉関係機関 2校（20.0％）

表３　ボランティア養成講座の予算出所

養成講座の予算出所 校数

県 2校（20.0％）

学校 1校（10.0％）

PTA 1校（10.0％）

福祉関係機関 1校（10.0％）

受講料 1校（10.0％）

全国附属学校PTA連合会 1校（10.0％）

PTA＋福祉関係機関 1校（10.0％）

PTA＋受講料 1校（10.0％）

福祉関係機関＋県 1校（10.0％）



国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第６号，2006年126

く，「PTA」と「福祉関係機関」等の共催で

あった。次に，予算の出所を表３に示した。

単独予算で行っている学校が７校で「学校」

以外では，「県」と「PTA」と「福祉関係機

関」と「受講料」と「全国附属学校PTA連合

会」と６校が挙げていた。２か所からの予算

で行っている学校は３校で「PTA」と「福祉

関係機関」，「PTA」と「受講料」，「福祉関係

機関」と「県」であった。そして，ボランテ

ィア養成講座の講師を表４に示した。10校す

べて「教員」を挙げていたが，３種の講師を

登用している学校が４校と一番多かった。

次に，ボランティア養成講座の主な開催会

場を表５に示した。すべての学校が「学校」

をベースにしていた。さらにそのうちの４校

は「学校＋福祉関係施設」「学校＋公園」「学

校＋育友会の行事会場（いも畑，ボーリング

場）」「学校＋社会教育施設＋公園＋映画館大

学」といった会場を設定していた。こうした

複数の会場で行っている理由としては，４校

すべて「講座の内容によって，その内容にあ

った場所を会場としている」を挙げており，

その他には，「地域にでかけていくことで，

知的障害のある児童・生徒の社会学習をした

い」「地域の方とのふれあいの機会や理解を

深めてもらう機会としたい」を１校が挙げて

いた。なお，１校は回答不備のため除外し

た。

ボランティア養成講座受講生の募集方法は

表６に示したように，４種類の方法を１校，

３種類の方法を５校と複数の方法をとってい

た。その中で，「小学校，中学校，高校や大

表6 ボランティア養成講座受講生の募集方法

養成講座受講生の募集方法 校数

学校へのチラシ 2校（20.0％）

学校へのチラシ＋社会福祉協議会 1校（10.0％）

学校へのチラシ＋学校のHP 1校（10.0％）

学校へのチラシ＋社会福祉協議会＋地域広報誌 1校（10.0％）

学校へのチラシ＋社会福祉協議会＋福祉施設へのチラシ 1校（10.0％）

学校へのチラシ＋社会福祉協議会＋前年度までの受講生に連絡 1校（10.0％）

学校へのチラシ＋社会福祉協議会＋新聞折込 1校（10.0％）

学校へのチラシ＋地域広報誌＋新聞掲載 1校（10.0％）

学校へのチラシ＋社会福祉協議会＋地域広報誌＋学校のHP 1校（10.0％）

表5 ボランティア養成講座の実施会場

養成講座の実施会場 校数

学校 5校（55.6％）
学校＋福祉関係施設 1校（11.1％）
学校＋公園 1校（11.1％）
学校＋育友会の行事会場 1校（11.1％）
学校＋社会教育施設＋公園
＋映画館＋大学

1校（11.1％）

＊９校から回答があった。

表4 ボランティア養成講座の講師

養成講座の講師 校数

教員 2校（20.0％）

教員＋保護者 1校（10.0％）

教員＋社会福祉関係者 2校（20.0％）

教員＋保護者＋行政関係者 1校（10.0％）

教員＋保護者＋大学生 1校（10.0％）

教員＋保護者

＋自校のボランティア経験者
1校（10.0％）

教員＋社会福祉関係者

＋大学の先生
1校（10.0％）

教員＋保護者＋社会福祉関係者

＋障害当事者
1校（10.0％）
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学へチラシを配付」が10校，「社会福祉協議

会への宣伝依頼」が６校，「地域の広報誌に

掲載」が３校と多かった。ボランティア養成

講座の受講生の職種等は表７に示したように

３職種の受講生が４校，１または２職種の受

講生が各２校，４または６職種の受講生が各

１校であった。その中で「中・高校生」９校，

「大学生，専門学校生」８校，「一般」６校が

多数であった。

以上のように，主催者や主な会場について

は10校すべて「学校」と回答しており，また，

ボランティア養成講座の講師についても10校

すべて「教員」を挙げている。このことに関

して，春口明朗（2004）（7）は，ボランティア

養成講座が学校を中心として進められてきた

のは，「子どものことをいちばん知っている

親や教員がその子どもたちの活動を支援する

ボランティアを育てる仕事を担うのは最も合

理的で，むしろ積極的にやらねばならない課

題であったのかもしれない」と分析している。

しかし，予算については「PTA」「福祉関係

機関」をそれぞれ４校ずつが回答し，「学校」

と回答したのは１校であった。学校は「学校」

という場や「教員」という人材を提供してい

るが，予算については「PTA」や「福祉関係

機関」に任せている学校が多かった。このこ

とについては，春口明朗（2004）（7）も公的支

援を引き出すことを今後の課題として挙げて

いる。また，主な会場については，「学校」

のみを挙げたのは５校であり，その他の４校

では地域住民に対する啓発的な意味合いもも

たせて「福祉関係施設」「社会教育施設」「公

園」「育友会の行事会場（いも畑，ボーリン

グ場）」「映画館」「大学」等を挙げていた。

会場に関して，瀬戸本むつみ（2003）（8）は養

護学校の「地域」を「居住地」「学校所在地」

「校区」の３つとして捉え，特に「居住地」

でのボランティア養成講座の重要性を指摘し

ている。今後，知的障害のある児童・生徒の

休日・放課後等の地域活動を充実させていく

には，知的障害のある児童・生徒の居住地ご

とにボランティア養成講座を行うことも検討

していく課題のひとつとなろう。ボランティ

ア養成講座の受講生の募集には種々のメディ

アが活用されたいたが，その充足率からする

と更なる検討が必要のように思われる。

ボランティア養成講座の受講生として

「中・高校生」を９校，「大学生・専門学校生」

を８校挙げており，若い世代の受講生が目立

つ。さらに，養護学校の生徒たちと同世代の

高校生がボランティア養成講座に参加するこ

とで，互いを認め合う関係が芽生えることを

意図し，受講した高校生に対して単位認定を

行っている地方自治体もある（東京都生涯学

習スポーツ部，2004）（9）。このような養護学

校と高校が連携するという取組によって，知

表7 ボランティア養成講座の受講生

養成講座の受講生 校数

講座受講者 2校（20.0％）

講座受講者＋社会福祉協議会の登録者＋中高校生 1校（10.0％）

講座受講者＋大学のサークル＋教員 1校（10.0％）

講座受講者＋中高校生＋大学のサークル＋地域のボランティア＋教員 2校（20.0％）

講座受講者＋社会福祉協議会の登録者＋中高校生＋大学のサークル＋保護者 1校（10.0％）

講座受講者＋中高校生＋地域のボランティア＋保護者＋教員 1校（10.0％）

講座受講生＋社会福祉協議会の登録者＋中高校生＋大学のサークル

＋地域のボランティア＋教員
1校（10.0％）

講座受講生＋社会福祉協議会の登録者＋中高校生＋大学のサークル

＋地域のボランティア＋教員＋NPO法人
1校（10.0％）



国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第６号，2006年128

注１：ボランティア養成講座の2003年度の実施状況に関して回答を求めたが，2004年度の実施状況を回答した学校が２
校あった。そのため，この２校に2003年度の実施状況を確認したが2004年度と同じ状況であったため，区別せず
に処理した。

的障害のある児童・生徒のことを理解した高

校生が在学中や卒業後にボランティアとして

地域活動に参加することになれば継続的なボ

ランティアの確保にもつながると思われる。

（2）ボランティア養成講座の内容（注１）

ボランティア養成講座の開講数としては，

年間１講座実施が８校，年間２講座実施が１

校であった。２講座を開講しているとした学

校はその主催者が異なるものであった。なお，

無回答が１校であった。

ボランティア養成講座の講座内容を表８に

示した。２校からは回答を得ることができず，

８校の結果を示したが，８校すべてが「講義」

「体験」を実施していた。この他には，「オリ

エンテーション」と「閉講式」４校，「グル

ープワーク」３校，「開講式」２校であった。

「講義」には，「ボランティアとしての心構え」

「ボランティア活動を通して得ること」「本校

の児童について」「保護者の思いについて」

「これからの社会支援と地域資源」「知的障害

のある人の余暇活動－スポーツを中心とし

て－」等が挙げられた。「体験」には，「車い

す体験」「サポート体験」「小学部・中学部・

高等部の行事に参加」「いもほり」「ふれあい

ブドウ狩りの旅」等が挙げられた。「グルー

プワーク」では，「フリートーク」「ミニディ

スカッション」等が挙げられた。

しかし，その実施回数は大きく異なり，

「講義」を１回のみで済ませている学校もあ

れば，６回にわたって実施している学校もあ

った。「体験」も同様に，１回のみの学校か

ら６回にわたって実施している学校もあっ

た。

ボランティア養成講座の開講数について

は，「２講座」開講している学校は１校のみ

であり，その１校も複数のコースに分けずに

実施していた。

こうしたボランティア養成講座の開講数に

かかわって，春口明朗（2003）（4）は地域活動

を起こし，継続・発展させていくために，活

動の中核となって，企画立案，運営を担える

人材を育てるためには「ボランティアの養成

（初級）」だけではなく，「ボランティアリー

ダー養成講座（中級）」の実施が必要である

と指摘しており，養成講座を「初級講座」や

「中級講座」等に分けて実施し，知的障害の

ある児童・生徒の地域活動を指導していく人

材を養成していく営みも必要であると考え

る。

講座内容として「講義」と「体験」を各校

が組み合わせて行っていたが，小野寺肇・小

笠原まち子・緒方直彦・菊池直樹（2003）（10）

はボランティア養成講座は地域活動と表裏一

体となっており，講座の中身は座学ではなく，

表8 ボランティア養成講座の講座内容

養成講座の講座内容 校数

講義＋体験 1校（12.5％）

講義＋体験＋オリエンテーション 1校（12.5％）

講義＋体験＋閉講式 1校（12.5％）

講義＋体験＋オリエンテーション＋グループワーク 2校（25.0％）

講義＋体験＋オリエンテーション＋閉講式 1校（12.5％）

講義＋体験＋開講式＋閉講式 1校（12.5％）

講義＋体験＋開講式＋閉講式＋グループワーク 1校（12.5％）

＊８校から回答があった。
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体験と実践を中核に組み立て，知的障害のあ

る児童・生徒とのふれあいのなかで大切なも

のを学んでいくと，また，春口明朗（2004）（7）

はボランティア養成講座を知的障害のある児

童・生徒に直接ふれあって理解を深め，支援

の方法を学べるようにすることで，講座修了

生が継続して地域活動に加わり，その担い手

となっていくと指摘している。このようなこ

とからも，講座内容に体験や実践を中心とし

て構成していくことが知的障害のある児童・

生徒を支えるボランティアを育成していくこ

とに重要なことであると考えられよう。

（3）ボランティア養成講座に関わる成果と課

題について

ボランティア養成講座に関わる成果として

は表９に示したように，10校すべてが「受講

生の知的障害のある児童・生徒に対する意識

の変化」を挙げていた。この他には「地域活

動にボランティアとして参加する人の増加」

６校，「知的障害のある児童・生徒の地域活

動の回数の増加」４校，「ボランティア同士，

ボランティアと学校，ボランティアと保護者

が人とのつながりができた」と「進路選択に

福祉関係を目指す受講生が多くなった」１校

であった。なお，複数回答可としたので１項

目回答２校，２項目回答５校，３項目回答３

校であった。

ボランティア養成講座に関わる今後の課題

は表10に示したように，「ボランティアの募

集，管理」，「ボランティア養成講座の修了生

の地域活動の参加」，「地域活動の在り方，環

境整備」，「予算確保」，「ボランティア養成講

座の内容」，「知的障害のある児童・生徒や保

護者とボランティア，学校と保護者の連携」，

「ボランティアの質的向上」，「受講生の数が

年々増加しているので，制限をかける必要が

ある」，「教員のボランティア養成講座に取組

む姿勢」と多岐にわたった。

ボランティア養成講座に関わる課題の「ボ

ランティアの募集，管理」では「ボランティ

表9 ボランティア養成講座に関わる成果

養成講座の成果 校数

受講生の知的障害のある児童・生徒に対する意識の変化 10校（100％）

地域活動にボランティアとして参加する人の増加 6校（60.0％）

知的障害のある児童・生徒の地域活動の回数の増加 4校（40.0％）

人とのつながりの強化 1校（10.0％）

福祉関係を目指す受講生の増加 1校（10.0％）

表10 ボランティア養成講座に関わる今後の課題

今後の課題

ボランティアの募集、管理

ボランティア養成講座の修了生の地域活動の参加

地域活動の在り方、環境整備

予算確保

ボランティア養成講座の内容

知的障害のある児童・生徒や保護者とボランティア、学校と保護者の連携

ボランティアの質的向上

受講生の増加

教員のボランティア養成講座に取り組む姿勢

＊自由記述から分類した。
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ア養成講座の修了生を現在，ボランティア人

材バンクに登録しているが，そのバンクを誰

が管理していくか」「ボランティア登録の方

法と活用の仕方について」等，主に養成後の

活用について挙げられた。「ボランティア養

成講座の修了生の地域活動の参加」は「学生

を対象とした講座等の場合，それをきっかけ

に日常的な活動への参加につながるケースも

あるが，どうしても学生という期間に限定さ

れたものになりやすく，地域や各団体が求め

る継続的なものにはなりにくい場面がある」

「講座には，多くの参加があるが，修了後，

自由参加のボランティアになった場合にも，

ぜひ何らかの形でつづけてほしい」等が挙げ

られた。「地域活動の在り方，環境整備につ

いて」は「校内だけにとどまっている現在の

活動をもっと地域に広げたい」「ボランティ

ア養成講座の修了生が地域でボランティアを

続けていく際の環境作り」等が挙げられた。

「予算確保」は「県の事業が廃止された場合，

予算措置を考えていかなければならない」

「養成講座を進めていくための予算が少ない」

が挙げられた。「ボランティア養成講座の内

容」は「知的障害のある児童・生徒をサポー

トするボランティアにとってどのような講座

内容が必要か，講座を受講したボランティア

が，今後地域活動に参加していくためにどの

ような支援があったらよいか」「現在，１回

完結の内容で実施しているが，今後もこの内

容でよいのかどうかについて検討が必要であ

る」等が挙げられた。「知的障害のある児

童・生徒や保護者とボランティア，学校と保

護者の連携」は「講座を続けていく中で職員

と保護者の連携の在り方」「知識や技術の習

得に留まらず，仲間作り（知的障害のある児

童・生徒とボランティア，保護者とボランテ

ィア等）ができる内容の工夫とスタッフの意

識が必要」が挙げられた。

以上のような結果の中で，ボランティア養

成講座を受講した人の意識の変化を10校すべ

てが挙げた一方で，「地域活動にボランティ

アとして参加する人の増加」が６校に留まっ

ていることが大きな課題と考える。このこと

は課題として挙げられた「ボランティアの募

集，管理」や「ボランティア養成講座の修了

生の地域活動の参加」にも強く関連する面も

あろう。しかし，ボランティア養成講座や実

際の地域活動がその参加者の知的障害のある

児童・生徒への意識の変化そのものに与える

影響に関する詳細な分析が必要となろう。
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