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Ⅰ　緒言

近年，障害のある児童生徒の生活の質

（QOL）の向上を目指す取り組みのひとつと

して，障害のある児童生徒の休日等における

地域活動やボランティア養成講座の実施が強

く求められるようになってきている（松矢，

2003）（1）。「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）（2）でも，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。

ボランティアの体制整備については，渡邊

（2 0 0 1）（3）や全国知的障害養護学校長会

（2003）（4），坂本・丹後（2006）（5）が実態調

査を行い，講義や実習等を適宜組み合わせた

講座を各学校が工夫して行い，受講生の意識

の変化がその成果となっているものの，受講
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【要旨】

障害のある児童生徒の休日等における地域活動に関する質問紙調査を岐阜県内の特

別支援学校12校を対象として実施した。12校すべてが地域活動を実施しており，その

多くの学校がPTAが中心となり，学校を会場として，教員や地域のボランティア，大

学のボランティアサークルからボランティアを募って取り組んでいる状況であった。

ボランティアが充足していないと回答した学校は２校であったが，いずれもボランテ

ィア養成講座実施校であることから，養成講座が人材確保に直結するものではないと

考えられた。今後，地域活動を更に推進させるための課題として，各地域機関との連

携が多く挙げられた。
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生の地域活動への参加や知的障害のある児童

生徒の地域活動の回数は増加してはおらず，

受講生の活用や地域活動の仕組み方等が今後

の課題となっていた。

このような状況を踏まえ，本研究では，岐

阜県内の特別支援学校12校を対象とした障害

のある児童生徒の休日等における地域活動の

取り組みに関する質問紙調査を実施し，今後，

より地域に根ざした取り組みを特別支援学校

において展開していくためにはどのようなこ

とに留意していけばよいのかについて明らか

にする。岐阜県を調査する対象とした理由は

岐阜県教育委員会が重点事業のひとつとして

ウイークエンド活性化推進事業を実施し，全

県下での取り組みが展開されているからであ

る。

Ⅱ　方　法

１　対象校

岐阜県内の特別支援学校12校

２ 調査期間

2005年３月～５月

３　調査方法

郵送によって各学校の地域活動の実施状況

や内容等に関する「実施主体」「会場」「活動

内容」「ボランティアの募集対象者」「参加人

数」について複数の選択肢の中から該当する

ものを選択し，そして，「ボランティアの充

足状況」「課題」について自由記述する記名

方式の質問用紙への回答を依頼し，回収した。

（文末の資料参照）

４　回収率

調査対象12校すべてから回答がなされた。

Ⅲ　結果と考察

１　地域活動の実施主体

地域活動の実施主体はTABLE１のように，

学校，福祉関係施設，親の会との共催も含め

10校でPTAが主体となっていた。予算の出所

をTABLE２に示したが，単独予算は１校しか

なく，３か所からの予算で行っている学校が

７校と最も多く，その７校全てが設置者であ

る岐阜県もしくは岐阜市，PTAを挙げていた。

設置者，PTA以外では学校，福祉関係機関，

全国病弱虚弱養護学校PTA連合会，地域活動

参加者，親の会であった。予算の使途として

はTABLE３のようにボランティア保険の掛け

金が12校，ボランティアへの謝金および材料

費が９校，会場費が６校であった。

このようにPTAが実施主体と予算の出所を

担っており，東京都立中野養護学校P TA

（2003）（6）も指摘するように，地域活動に

PTAの果たす役割が大きなものとなってお

り，休日等の活動であっても保護者のレスパ

イト・ケアとはなっておらず，また，教員が

活動の多くを支えている状況が明らかになっ

た。予算の使途として12校すべてがボランテ

ィア保険を挙げており，ボランティアといえ

ども，少しでも参加しやすいように配慮して

いる様子がうかがえた。

２　地域活動の実施会場と活動内容

10校は学校や体育館，運動場を会場とし，

創作活動，スポーツ活動，コンサート，祭り，

バーベキューなどを実施していた。７校はボ

ウリング場や公園，水族館，映画館，遊園地，

温泉であった。児童生徒の居住地ごとに活動

を行っていた学校は３校であった。

瀬戸本（2003）（7）は学校を利用することは，

初めて活動に参加する子どもたちも安心して

活動でき，また，地域の人もボランティアと

TABLE１　地域活動の実施主体

PTA 学校 福祉関係 親の会 校数

○ ５校（41.7%）

○ １校（08.3%）

○ ○ ２校（16.7%）

○ ○ １校（08.3%）

○ ○ １校（08.3%）

○ ○ ○ ２校（16.7%）
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して参加しやすいため理解啓発が進むので大

切だとしている。しかし更に，瀬戸本は特別

支援学校の地域を居住地，学校所在地，校区

の３つとして捉え，特に特別支援学校に通う

多くの子どもたちは居住地を離れて通うた

め，地域でその存在を知られていないことが

多いので，居住地での地域活動を通じて子ど

もの存在を知ってもらうことが大切だともし

ている。学校を中心に地域活動を行っている

学校が，今後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ために

は，学校で実践を積み上げ，活動のノウハウ

を蓄積し，地域のボランティアを確保した上

で活動場所を移行していくことが大きな課題

の一つとなろう。

３　ボランティアの募集対象者

各学校が地域活動を行う際，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TABLE４に示した。12校すべてが教員を

挙げており，地域のボランティア８校，大学

ボランティアサークル７校，保護者と中高校

生ボランティア５校，ボランティア養成講座

受講者４校，社会福祉協議会等のボランティ

ア登録者３校，学校のボランティア登録者１

校となっている。最高５種を対象に募集を行

っていた学校が５校あった。

教員，地域ボランティア，大学ボランティ

アサークル，中高校生ボランティア，養成講

座受講生に募集することで７割の学校はボラ

ンティアが充足していた。最高５種を対象に

TABLE２　地域活動の予算出所

岐阜県 学校 PTA 福祉関係 岐阜市 全病養PTA 参加者 親の会 校数

○ １校（08.3%）

○ ○ １校（08.3%）

○ ○ １校（08.3%）

○ ○ ○ １校（08.3%）

○ ○ ○ １校（08.3%）

○ ○ ○ １校（08.3%）

○ ○ ○ １校（08.3%）

○ ○ ○ ２校（16.7%）

○ ○ ○ １校（08.3%）

○ ○ ○ ○ ２校（16.7%）

TABLE３　予算の使い道

材料費 ボランティア保険 会場費 ボランティア謝金 講師謝金 校数

○ ○ １校（8.3%）

○ ○ １校（8.3%）

○ ○ １校（8.3%）

○ ○ ○ １校（8.3%）

○ ○ ○ １校（8.3%）

○ ○ ○ ○ １校（8.3%）

○ ○ ○ ○ ２校（16.7%）

○ ○ ○ ○ ○ ４校（33.3%）



国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第７号，2007年228

募集を行っていた５校中２校は，ボランティ

ア養成講座を実施しているがボランティアは

不足していると回答しており，ボランティア

養成講座が人材確保には直結しない状況と予

想された。また，ボランティア養成講座を行

っているが募集対象に養成講座受講者を回答

していない学校が７校中３校あり，ボランテ

ィアの管理，活用の不十分さを感じられた。

ボランティア養成講座を行っている学校で

受講生に募集を行っている学校は７校中４校

であった。ボランティア養成講座を行ってい

ない学校は，比較的熱心に取り組んでもらえ

ると予想される中高校生ボランティア，大学

ボランティアサークル，地域ボランティアな

どにボランティアを募集していた。そのよう

な対象に募集を行うことで７割の学校は人材

が充足しておりその活動ぶりにも満足してい

た。

４　ボランティアの充足状況と活動への満足

度

ボランティア活動への参加者が充足してい

るとした学校は９校，充足していない学校は

２校，無回答１校であった。また，ボランテ

ィアの活動状況への満足度は満足校９校，不

満足校２校，無回答１校であった。ボランテ

ィア養成講座未実施校は無回答１校を除いた

残りの４校すべてが満足と回答していた。ま

た，不満足校２校はいずれもボランティア養

成講座を実施しているが，ボランティア意識

の低さと援助技能の未熟さをその理由として

いた。

５　地域活動の参加人数について

それぞれの学校の地域活動１回あたりに参

加している児童生徒の平均参加人数をTABLE

５に示した。10人台が７校と最も多く，20人

台が４校，40人台が１校であった。平均参加

人数が最も少なかった学校は10.8人，最も多

かった学校は48.6人であった。次に，TABLE

５に示した平均参加人数はその学校に在籍し

ている全児童生徒数に対してどのくらいの割

合であるかをTABLE６に示した。10％台が

４校，30％台が３校，10％未満と20％台が各

２校，50％以上が１校であった。最も少なか

った学校は5.9％，最も多かった学校は69.5％

であった。この「69.5％」と最高であった学

校は，活動内容がサークル活動であったため，

多くの児童生徒が参加していたと思われる。

また，それぞれの学校の地域活動１回あた

りに参加しているボランティアの平均参加人

数をTABLE７に示した。10人台が５校と最

TABLE４　地域活動ボランティアの募集対象

教員 保護者
地域ボラ
ンティア

中高生ボラ
ンティア

大学
サークル

養成講座
受講者

学校ボラ
ンティア

社会福祉
協議会

校数

○ １校（08.3%）

○ ○ １校（08.3%）

○ ○ １校（08.3%）

○ ○ ○ １校（08.3%）

○ ○ ○ ○ １校（08.3%）

○ ○ ○ ○ １校（08.3%）

○ ○ ○ ○ １校（08.3%）

○ ○ ○ ○ ○ １校（08.3%）

○ ○ ○ ○ ○ ２校（16.7%）

○ ○ ○ ○ ○ １校（08.3%）

○ ○ ○ ○ ○ １校（08.3%）
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も多く，10人未満，20人台，30人台が各２校

ずつ，40人台が１校であった。最も少なかっ

た学校は5.5人で，最も多かった学校は45.5人

であった。それぞれの学校の地域活動１回あ

たりに参加しているボランティアの平均参加

人数は10人台が５校と最も多かった。前項に

おいてボランティアが充足していないと回答

した２校は，「児童生徒数：ボランティア数」

が「13.3人：37.6人」，「29.3人：45.5人」と，

いずれもボランティア数が児童生徒数を上回

っていた。「13.3人：37.6人」と回答した学校

は居住地ごとに地域活動を行っており，ボラ

ンティアが集まりにくいという状況から充足

していないと回答したのではないかと思われ

る。児童生徒の平均参加人数が48.6人と最も

多かった学校は，ボランティアが集まりにく

い場所にあるためか，ボランティアの平均参

加人数は13.4人で，すべて教員であった。

６　地域活動を更に推進するための課題につ

いて

地域活動を更に推進させるための今後の課

題として挙げられたものはTABLE８に示した

ように，各地域機関との連携が６校，地域活

動の実施場所と地域活動の参加者が各５校，

ボランティアの養成と地域の理解が各４校，

保護者の意識改革が３校，学校の役割と学童

保育，施設・設備の充実が各２校，ボランテ

ィアの募集と保険の一括加入システム，地域

で保護者を支援する体制の整備，地域活動の

情報提供，児童生徒の関心の幅を広げる，積

極的にかかわる姿勢が各１校であった。

各地域機関との連携では，学校間で協力し

合いながら居住地での活動を行いたい，地域

活動を推進するためには近隣の学校の児童生

徒と一緒になって活動を企画するとよいな

ど，学校間との連携について挙げられていた。

また，地域と保護者の連携，地域，学校，

行政の連携，各地域機関の協力体制の整備が

挙げられていた。このことに関して山口

TABLE５　地域活動１回あたりの平均参加児

童生徒数

参加児童生徒数 校数

10人台 ７校（58.3%）
20人台 ４校（33.3%）
30人台 ０校（0％）
40人台 １校（8.3%）

TABLE６　地域活動１回あたりの平均参加児童

生徒数が全児童生徒数に占める割合

参加者の占める割合 校数

10％未満 ２校（16.7%）
10％台 ４校（33.3%）
20％台 ２校（16.7%）
30％台 ３校（25.0%）
40人台 １校（8.3%）

TABLE７　地域活動１回あたりの平均参加ボ

ランティア数

参加児童生徒数 校数

10人未満 ２校（16.7%）
10人台 ５校（41.7%）
20人台 ２校（16.7%）
30人台 ２校（16.7%）
40人台 １校（8.3%）

TABLE８　地域活動を推進するための今後の課題

今後の課題 校数

各地域機関との連携 ６校（50.0%）
地域活動の実施場所 ５校（41.7%）
地域活動の内容（参加者） ５校（41.7%）
ボランティアの養成 ４校（33.3%）
地域の理解 ４校（33.3%）
保護者の意識改革（レスパイトケア）３校（25.0%）
学校の役割 ２校（16.7%）
施設・設備の充実 ２校（16.7%）
障害児の通える学童保育があるといい２校（16.7%）
ボランティアの募集 １校（8.3%）
保険の一括加入システム １校（8.3%）
地域で保護者を支援する体制の整備 １校（8.3%）
地域活動の情報提供 １校（8.3%）
児童生徒の興味関心の幅を広げる １校（8.3%）
積極的にかかわる姿勢 １校（8.3%）
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（2003）（8）は，地域連携の強化は，更に広範

な人との連携を意味し，児童生徒にとって学

校の教員，家庭での家族のみならず，地域の

人々も教育に関与し良い生活環境をもたらす

育みの土壌が広がることになると，地域連携

も重要としている。地域活動であるからこそ，

地域が本来もつ児童生徒を育む力を大切にし

た取り組みを目指していくことがなによりも

大切であると考える。

地域活動の参加者では卒業生，地域の特別

支援学級の児童生徒も参加できる活動を理想

とし，地域活動に参加する場合の組織作り，

リーダー作りが挙げられていた。石塚（20

03）（9）は特別支援在籍の児童生徒だけではな

く，特別支援学級在籍の児童生徒や通常の学

級在籍の自閉症等の児童生徒にも地域におけ

る豊かな生活を用意していくことを今後の取

り組みの重要なもののひとつと指摘してい

る。岐阜県内でも卒業生の同窓会活動を行っ

ている１校では，休日の活動を有意義なもの

にしていくために卒業生保護者が世話役とな

って，毎月１回第２土曜日に多くの新しい体

験や交流が深まるように活動を行っていた。

今後，地域活動を更に推進するためには，

これまで以上に学校，PTA，地域，行政等が

連携することが重要な課題と考える。各機関

が連携して活動を行うことで，今回課題とし

て挙げられた児童生徒の居住地での活動や，

卒業生や特別支援学級に通う児童生徒をも巻

き込んだ活動が展開されやすくなるであろ

う。そして，地域の理解や保護者の意識改革

などの課題についても次第に解決に向かい，

障害のある児童生徒にとってもより良い地域

活動が展開されることにつながっていくもの

と期待したい。
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