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考察４ 

 

若者に潜むボランタリズムをどう引き出すか？ 

～「一歩踏み出せない若者」に活動の楽しさを～ 

 

神奈川大学人間科学部 

教授 齊藤 ゆか 

 

はじめに 

生きづらさを抱えている若者たちは、エネルギーを余しているように見える。どうした

ら若者が一歩踏み出し、地域や社会へ参加・参画していくだろうか。おもいきってボラン

ティアの世界に飛び込んでみると、様々な人に出会い、新しい経験・体験ができるに違い

ない。一度その面白さを知れば、新しい活動にも挑戦したい気持ちが芽生えてくるだろう。

将来、彼らの中に、社会を動かしていく若者も現れるかもしれない。 

本稿では、「一歩踏み出せない若者」を地域や社会に誘うために、若者に潜むボランタ

リズムをどう引き出すか、について検討したい。本稿では「一歩踏み出せない若者」を「潜

在的ボランティア」と呼ぶことにしたい。彼らは、ボランティアに対して「関心や意欲が

あるが実際には活動を行っていないもの」を指す。筆者（2019）はこれまで「潜在的ボラ

ンティア」の研究を行ってきたが、若者に焦点をあてた大規模調査は実施していない。そ

こで、本稿では、調査結果に基づき、次の点を検討したい。 

第一に、若者のボランティア行動の特徴を把握すること。第二に、「一歩踏み出せない

若者」の潜在的な動機等を明らかにすること。第三に、若者に潜むボランタリズムをどう

引き出すのか、筆者の見解を示すこと、である。 

これらは、「大学生等のボランティアに関する意識などの現状把握」と「青少年の体験

活動の充実方策（支援の在り方や推進方策を探る）」に貢献するものである。 

 

１．若者の「潜在的ボランティア」の特徴 

（１）「社会生活基本調査」からみた若者のボランティア行動 

総務省「社会生活基本調査」による若年層のボランティア行動者率の特徴を把握したい。

2006 年最新の同調査によれば、10～14 歳は 26.5％（うち男性 25.2％、女性 27.9％）15～

19 歳は 22.6％（うち男性 19.6％、女性 25.7％）、20～24 歳は 19.2％（男性 17.5％、女

性 20.9％）さらに 25～29 歳は 15.3％（男性 15.9％、女性 14.6％）となっている。①10～

14 歳を除き、どの年代も全国平均（26.0％）を下回る。②男性に比べ、女性の行動者率が

高い。最も高率なのは 10～14 歳女性（小学校高学年から中学生の学年）である。これは、

学校教育におけるボランティア学習が活発化している表れである。③20 代は年齢が上がる

につれて行動者率も下がる。20 代後半は、仕事や生活との両立に加え、ボランティア行動

に費やす時間とエネルギーを持てないでいることを示唆している。④最も多い活動の種類

として、「子どもを対象とした活動」「まちづくりのための活動」の順である。「子ども」

や「まち」は若者にとっても身近な存在であり、活動のきっかけをつかみ易いことが分か

る。⑤行動者率の低い種類として「国際協力に関係した活動」「障害者を対象とした活動」
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「災害に関係した活動」などが挙げられる。これは専門性を有し、一般からみて距離があ

ることが推測される。 

2001 年～2016 年の経年変化をみると、若年層のボランティア行動者は 5 人に 1 人程度

で、2001 年をピークに殆ど変化がないことが分かる。つまり、若者のボランティアは、必

ずしも増加傾向にあるわけではないのである。 

 

（２）学生ボランティア調査からみた特徴 

では、実態調査の結果における「自主的に参加」した学生ボランティア（以下「自主」）

の活動率は 30.7％である。しかし、「授業やゼミの一環で参加」（以下「授業等」）等を

含めると 37.5％で、4 割弱と増える［p.4 参照］。「自主」活動は、「小学生を対象」「ま

ちづくり」に多く、「授業等」は「高齢者を対象」の活動が加わる。これらは学生の学部

学科及び専門領域に近い活動だと考えられる［p.8 参照］。「自主」及び「授業等」の活動

日数は全般的に短い傾向にある。学生時代のボランティア活動日数は、「10 日以内」が約

６～８割（「1～2 日程度」自主 36.8％、授業等 43.6％、「3～10 日程度」自主 30.2％、

授業等 34.4％）を占めていた［p.10 参照］。 

一方、「学生ボランティアフォーラム」の参加者のボランティア活動率は 94.2％（自主

64.7％、授業 3.5％、両方 26.0％）と高率であった。「自主」日数も、「30～100 日程度」

が 34.5％、「100 日以上」20.4％と長期間に渡って活動する学生が多い［p.42 参照］。以

上から、初参加の学生にはたとえ日数が短くても、有意義な活動の場・プログラムの提供

が不可欠である。初めの活動イメージが、次のステップに影響を与えていることが推察さ

れる。 

その他、実態調査において、「自主」活動を行う学生は、次の特徴がある。①活動の時

間は「土日・祝日」65.0％、「長期休暇中」31.6％など「まとまった休み期間」に活動し

ていること［p.15 参照］。②活動形態は多様であること。「大学内の部活動・サークス活

動」39.4％に多く、次いで「一人で行った」28.0％であった［p.16 参照］。③活動の情報

提供は「紹介」が有効であること。「友人や知人、先輩ボランティアから紹介」31.3％、

「大学のボランティア等の所属する団体から紹介」25.9％、「大学の授業で紹介」19.2％、

「大学の教職員に紹介」14.8％などから、学生にとって「紹介」は安心感に直接結びつく

ことだと思われる［p.16 参照］。 

 実態調査で最も注目すべきは、ボランティア活動・社会貢献活動を「したことがない」

学生のうち、「可能ならしてみたい」学生が 60.3％も存在していることである［p.17 参

照］。つまり、活動してことがない学生のうち約 6 割は、一歩踏み出せない「潜在的ボラ

ンティア」と想定される。 

図１のように、「潜在的ボランティア」から「顕在的ボランティア」へ参加・参画レベ

ルが徐々に高めていくためには、どう誘っていけばよいのだろうか。青少年教育職員の手

腕が問われるところである。 
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      図１「潜在的ボランティア」の学生をどう参加・参画に向けるか（注：図は齊藤が作成） 

２．「一歩踏み出せない若者」の「潜在的ニーズ」と「活動後の成長戦略」 

では、可能なら参加してみたい「潜在的ボランティア」をどう活動に誘えばよいのだろ

うか。調査結果から、彼らの潜在的動機を解明してみたい。 

まず、参加した「動機」と「よかった」の上位 5 位に注目したい。まず「動機」は、高

い順に①「自分の成長につながる」45.4％、②「さまざまな人と関わり」28.5％、③「楽

しそう」26.7％、④「関心のある分野や社会問題の現場を見たい」26.2％、⑤「誰かの役

に立ちたい」25.8％である［p.11 参照］。次に「よかった」ことは、①「楽しかった」41.6％、

②「ものの見方、考え方が広がった」40.5％、③「相手から感謝された」38.9％、④「達

成感や満足感が得られた」32.3％、⑤「コミュニケーション能力が高まった」24.1％の順

に多い。なにより活動の「楽しさ」を味わうことが、活動を誘う第一要件だと思われる［p.12

参照］。 

 一方、活動に参加して「よくなかった」ことは、①「活動に時間が取られすぎた」17.6％、

②「継続的に活動ができなかった」14.7％、③「経費（お金）がかかり過ぎた」11.0％、

など、「時間」「お金」「継続」が要因となる［p.14 参照］。「活動をしたことがない」

非参加の理由として、①「授業が忙しい」58.0％、②「アルバイトが忙しい」40.5％、③

「情報が不足」38.9％など、「多忙感」と「情報不足」も要因となっていた［p.18 参照］。

その背景として、活動にあたり「交通費や昼食代を受け取ってもよい」78.0％や「報酬や

謝金を受け取ってもよい」56.2％から、経済的な理由は小さくない。こうした志向は、「自

由時間があれば、ボランティア活動よりもアルバイトを優先する」（86.4％）考えも同様

である［p.19 参照］。 

 しかしながら、「これからの社会では、ボランティアの果たす役割が大きくなるはずだ」

は 70.5％、「今後は、ボランティア活動に積極的に取り組んでいきたい」は 61.8％、と若

者のボランティアに対する期待の高さが伺える［p.19 参照］。このことは、今後、若者の

「潜在的ボランティア」の参加・参画レベルが高まる可能性を示唆している。 
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３．若者に潜むボランタリズムをどう引き出すか？～体験活動の推進方策にむけて～ 

図１のように、ボランティアは「非参加・無関心」「潜在的ボランティア」「顕在的ボ

ランティア」の３層に分類できる。しかし、これまでの青少年教育職員は、主に「顕在的

ボランティア」を支援の対象とし、特定の選ばれた青少年頼みになっていないだろうか。

いわば、働きかけの容易な若者群に、もっと関わることはできないだろうか。ボランティ

アに心もないし意義も感じない「無関心」層は難しいが、可能ならば参加してみたい「潜

在的ボランティア」にもっとアプローチできるはずである。 

アプローチ方法の前提として把握しておきたいのは、実態調査の「活動のための支援」

内容についてである。「とても重要」と回答した割合の上位５項目を挙げれば、①「参加

しやすい活動プログラムを提供すること」53.5％、②「ボランティア活動に関する情報提

供」（45.4％）、③「ボランティアが集まれる場所や活動のための資材等を提供すること」

（33.4％）、④「ボランティア同士が交流したり、情報提供できる機会を充実させること」

（31.6％）、⑤「ボランティアに関する相談体制を充実させること」（47.5％）順に多い

［p.20 参照］。キーワードとして、「プログラム」「情報（提供・共有）」「場」「交流」

「相談」等である。これは、これまでボランティアコーディネートに必要な要素と大差が

ない。では、本当に若者にとって必要な支援とは何だろうか。 

表１ 若者のボランティアの「潜在的ニーズ」と「活動後の成長戦略」（注：調査結果に基づき、齊藤が作成） 

対 
潜 在 的 な ニ ー

ズ（動機） 

活動後の成長戦略 

（よかった） 
若者の体験活動の推進方策案 

対
自
分 

自分の 成 長 に

つながる 

視野の広がり： 

ものの見方、考え方が広

まった 

自分とは何か、自己理解や自己成長を

問うチャンスを創っている 

楽しそう 

充足感の獲得： 

楽しかった、達成感や満

足感が得られた 

納得した上で動き始め、充足感・満足

感・達成感が得られる 

社会の一員として共存

意識の高まり： 

コミュニケーション能

力が高まった 

各々歩みに合わせて、一緒に伴走して

くれる同伴者がいる 

対
他
者 

さ まざま な 人

と関わりたい 

気持ちの交流： 

相手から感謝された 

信頼できる人（友人、先輩、授業、サ

ークル等）からの紹介で安心感をもち、

「必要とされる自分」を発見できる 

誰か の 役 に 立

ちたい 

人間社会としてのつな

がり： 

友人・知人が増えた 

不安な気持ちに寄り添い、前向きな生

き方や目標とは何か、共に考える 

人と人との心の交流ができ、新しい人

間関係ができる 

対
社
会 

社 会問題の 現

場をみたい  

地域・社会への広がり： 

社会問題の現場が見ら

れた 

身近（学内）なところで情報提供・共

有・相談ができ、自分の居場所もみつ

けられる 

個別的なメッセージが発信され、気持

ちにあった選択ができる 

参加しやすい・やりたいプログラムが

提供され、望みや願いが叶えられる。

その後、客観的な評価も知らせてくれ

る 
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そこで、若者に潜むボランタリズム（ボランティア魂）をどう引き出すか、西野（2015）、

齊藤（2017、2018）を参考に、筆者の見解を述べたい。 

表１は「対自分」「対他者」「対社会」の 3 分類から、若者のボランティアに対する「潜

在的ニーズ」と「活動後の成長戦略」を示したものである。若者の成長における重要ファ

クターとは、次の 3 点である。第１点「対自分」は「視野の広がり」「充足感の獲得」「社

会の一員としての共存意識の高まり」、第２点「対他者」は「気持ちの交流」「人間社会

としてのつながり」、第３点「対社会」は「地域・社会への広がり」である。 

「若者の体験活動の推進方策案」は、表１右に詳述している。まず「対自分」に向けて

は、若者の成長のチャンスを創るために、彼らの気持ちを受け止め・共感し・寄り添うこ

とである。次に「対他者」に向けては、「かかわり」や「つながり」を共に創ることであ

る。その際、最も重要なのは、若者の不安な気持ちを受け止め、「役に立つ」「必要とさ

れる」実感を持てるよう、伴走していくことである。さらに「対社会」に向けては、地域

や社会の現場を見つめている際にも、若者一人ひとりに対する個別的なメッセージや応援

など、丁寧な対応が求められる。 

ある若者が、初めは授業・ゼミ等の一環で、義務としてボランティア活動を始めた。し

かし、通常とは異なる人間関係や地域や社会の中で真剣に活動をしてみると、沢山の「気

づき」や「発見」が生まれる。例えば、単にまちのごみ拾い活動から、複数の課題を抱え

たまちに「気づき」、もっと解決したいという「気持ち」が湧いてくるだろう。 

このための実践的なプログラムを構築することが求められてはいないだろうか。つまり、

これまで若者に対する積極的働きかけの戦略や参加・参画レベルに応じたミニマイズを持

っていなかったと言って良い。彼らの「気持ち」や「気づき」に寄り添い、「成長」を応

援していくことが、「情報」や「場」の設定以上に、必要な支援策だと思われる。 

今後も、「一歩踏み出せない若者」（潜在的ボランティア層）にも着目し、彼らに潜む

ボランタリズムを引き出すことで「若者の体験活動の推進方策」に貢献したいと考える。 
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