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学校と地域が連携した福祉教育推進の現状と課題に関する一考察
―千葉県福祉教育協力校へのアンケート調査から―
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Present conditions and problems of promoting school welfare education
in cooperation with local communities:
A survey on schools cooperating on welfare education in Chiba Prefecture
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Abstract
The purpose of this article is to analyze the present conditions and problems of welfare education at
elementary, junior high, and high schools as a premise to examining the construction of a welfare education system in a local community. We conducted questionnaire survey among schools cooperating on welfare education in Chiba prefecture over the past ˆve years, and mainly asked about the welfare education
system, its content, the cooperation with social resources in the community, and its methods.
It was found that welfare education was not included in the school curriculum, and that the schools were
not open to the local community. As a result, we pointed out the necessity of cooperation with schools and
communities and the importance of the local council of social welfare for cooperation with schools and
communities.
Key words: welfare education, cooperation with schools and local communities, program development of
welfare education, social resources, council of social welfare

.

はじめに―研究の目的

まれ，2002 年度までに全国の小・中・高校で16349
校が指定されている．（全社協調べ）

全国社会福祉協議会（以下「全社協」）では，厚

学校における福祉教育協力校事業が開始され約30

生省（当時）の国庫補助により，1977年からボラン

年経過しているが，その間，全社協において福祉教

ティア協力校の指定事業「学童・生徒のボランティ

育に関する研究委員会がたびたび組織され（ 1981,

ア活動普及事業」を推進している．協力校事業を通

1982, 1996 ），またハンドブックや活動事例集も作

して社会福祉を学び，高齢者や障害者などとふれあ

．し
成・改訂されてきた（1984, 1993, 1996, 2003）

い，共に生きる力をはぐくむ活動は積極的に取り組

かし，全国的な福祉教育に関する実態調査は1990年
に全社協・ボランティア活動振興センターで行われ

スポーツ健康科学部健康学科社会福祉学研究室
Seminar of Social Work
スポーツ健康科学部健康学科教育学研究室
Seminar of Pedagogy
スポーツ健康科学部健康学科統計学研究室
Seminar of Statistics

たもの以外にはなく，あとは各都道府県社協単位で
協力校事業の実施報告書程度の調査がなされている
に過ぎない．調査結果として共通しているのは，こ
れまでの協力校事業は，ボランティア活動などの体
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験的学習を重視し，地域社会とのつながりを作るう

展開されているような，社会福祉協議会以外の社会

えで一定の役割を果たしてきたと評価する一方で，

資源（NPO やボランティア，自治会，民生委員な

単なる奉仕活動や単発のイベント，交流事業などで

ど）との関連についての実態調査や意識調査までは

終わっており，福祉教育が必ずしも本当の理解や活

カバーできていないのが実情である．

動への動機付けにつながっていない，という批判が
とりあげられていることである．

そこで本研究は，地域における福祉教育推進シス
テムの構築および地域を基盤とした福祉教育プログ

このような中で社会福祉協議会では，地域を基盤

ラムの構築を検討する前提として，過去 5 年間の千

として福祉教育の推進を図る取り組みを進めている

葉県内の福祉教育協力校に対してアンケート調査を

（全社協2005）
．この取り組みには，近年の教育改

行い，学校における福祉教育の現状と課題を明らか

革や福祉改革において，地域の教育力の活用や地域

にすることを目的とする．学校が福祉教育を行って

資源との連携をとおして地域の学校運営や子育てを

いる体制や内容，先行研究では不十分であった地域

進めていこうという動きが背景にあり，協力校事業

の社会資源との連携の度合い・方法などを明らかに

についても，これからは教育関係者をはじめ，地域

することで，学校が地域社会資源との連携により福

の様々な機関・団体・人々が協働して地域の福祉課

祉教育を展開するための課題を考察する．

題の解決に向けた取り組みを推進していくことが一

また，本研究の特徴として，考察を「教育学」と

層求められている．実際に全国各地で小地域を指定

「社会福祉学」の立場から試みていることがあげら

した福祉教育推進制度（岩手県社協「地域ではぐく

れる．従来の福祉教育研究では，どうしても社会福

む福祉教育推進モデル事業」，千葉県社協「福祉教

祉学のアプローチからの研究が中心であった．しか

育パッケージ指定方式」等）が展開され，また福祉

し，学校のカリキュラムに福祉教育を位置づけて実

教育を支える地域人材を育成する「福祉学習サポー

施するためには，教育課程やカリキュラムを視野に

ター養成講座」（埼玉県社協，三重県上野市社協，

入れた分析が不可欠である．福祉教育が約30年とい

東京都町田市社協等）がすすめられている．

う歴史の割に，なかなか定着・発展してこれなかっ

では，これらの地域を基盤とした福祉教育推進の

た要因がここにあるとも考えられる．教育学の立場

ための現状や課題を明確にするための調査等が行わ

からは，主に学校における福祉教育の推進体制や生

れているかというと，ほとんどの社協では行われて

徒の意識変容など学内における現状と課題について

いない．もちろん，現場での経験に基づいた判断が

考察を行う．社会福祉学の立場からは，学校外の関

根底にあるのだが，現在の教育行政や福祉行政の動

連機関等との連携・協力についての現状と課題につ

向に合わせる形での事業展開がなされており，必ず

いて考察を行う．結論として，学校において地域と

しも現在の福祉教育実践の分析に基づいた課題設定

連携した福祉教育を進めていく上での課題を明らか

や解決方法が提示されているものではないといえ

にし，今後のプログラム開発や連携システム構築の

る．強いてあげれば，滋賀県社会福祉協議会の2005

研究の方向性を示していく．

年の調査（「学校における福祉教育・福祉活動の取
り組みに関する調査」）および小川・鈴木による論

.

調査概要

文（「福祉教育・ボランティア学習推進における社

. 調査の対象及び方法

会福祉協議会の役割と課題」2001）が，地域の社会

平成15年度から19年度までに千葉某社会福祉協議

資源と学校福祉教育の関係を取り上げており，とく

会から協力校として指定を受けた千葉県内の小・

に後者の論文では，社会福祉協議会が学校福祉教育

中・高校を対象に郵送によるアンケート調査を実施

にどのようなかかわりをしていけばよいか，という

した．千葉県内の協力校101校（小学校52校，中学

点について考察を行っている．しかし，現在各地で

校25校，高校24校）を対象とし，回答を得られた67
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校（小学校30校，中学校23校，高校14校）について

たものである．小・中・高ともに 6 割強が福祉教育

分析を行った．
（回収率66）

担当者をおき，それ以外は研究主任・学年主任・教

なお，指定年数は 3 年間であり，その内訳は，1

務主任や教頭が担当している．担当者が決まってい

年目が 23校，2 年目が20校，3 年目が20 校，指定終

ない学校も 5 校あった．図 2 は福祉教育を進めるた

了が38校であった．

めの教員の体制の規模を示したものである．小学校

. 実施期間

は学校の教員全体で取り組む傾向があるのに対し，

平成20年 2 月～3 月

中・高と教育段階が上がるにつれて委員会組織で取

. 調査内容

り組んだり，特定の学年の教員だけが取り組む割合

調査項目は，学校が地域の社会資源とのかかわり

が増加している．福祉教育に関する教員の勉強会な

をどのように考えているか，を基本として，以下の

どを学校内で実施しているかどうかを尋ねた結果，

大項目を設定した．

年に数回実施（42），年に 1 回実施（25），ほと

 福祉教育の推進体制と内容について
◯

◯

意識の変容について


◯

関係機関との連携・協力について
質問は全部で23項目である．本論文では，主要な

調査項目の単純集計およびクロス集計を行い，現状
分析と課題の抽出を試みた．

.

調査結果

. 福祉教育の推進体制と内容について
〈福祉教育を実施する組織について〉
図 1 は各校での福祉教育の実質的な担当者を示し

図2

図3

図1

福祉教育担当者

教員体制の規模

指定校の期間終了後も継続して福祉教育を実施しているか
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んど実施していない（27），全く実施していない
（ 6 ）という結果で， 6 割ほどの学校が年に一度
か，または実施できていないことが明らかとなっ
た．また，その福祉教育に関する教員の勉強会を，
他校や地域と連携して実施しているかどうかを尋ね
た結果，他校や地域と連携して勉強会を実施してい
るのは39にすぎないことが明らかとなった．さら
に，福祉教育協力校指定期間を終了した学校に，終
了後の福祉教育実施の状況について尋ねた質問の結
果（図 3 ），「指定期間と同様に実施」が約 3 割，

図4

福祉教育の意義

「実施規模が縮小」が約 4 割であった．特に中学校
では「実施規模が縮小した」と回答した学校が約 7
割に上った．
〈福祉教育の目的について〉
各学校の教育課程の中で福祉教育がどのように位
置づけられているかを問うた結果，「各校の教育目
標の中に福祉に関する表現が含まれているか」では
全体で85の学校教育目標に福祉に関する表現・内
容が含まれており，各学校で目標レベルでは福祉教
育の意義が認識されていることが分かった．目標を
具体的にたずねたところ，小学校で「思いやりのあ
る子」
，
「豊かな心を持ち，意欲的に行動する子」な
どの広範な人間性育成の教育に関するものが多いの

図5

実施した福祉教育

に対し，中学校では「思いやりの心を持ち人権や生
命を尊重することができる」
，
「ボランティア精神に
富み，感謝の心を持てる生徒」など，福祉教育の目

たものである．小・中・高ともに「福祉施設への訪

指すところが明示された目標が増えており，その傾

問・交流」，「車いす体験」，
「当事者との交流・講演

向は高校でさらに強まることが分かった．図 4 は福

会」，
「募金活動」などが多数を占めた．そしてそれ

祉教育の意義を選択肢から 2 つ選択してもらう形で

ら学習活動の教育段階毎の比率を示したものが図 6

問うた結果を示している．どの教育段階でも「思い

である．同図からは，上記の主な福祉教育の内容が

やりの心・福祉の心を育てる」と「他者を理解し受

小・中・高の教育段階に関わらず実施されている現

容する態度を養う」の回答が約70を占めた．今回

状が読み取れる．しかし自由記述で回答してもらっ

のアンケートの眼目である学校と地域の連携の実態

た主な福祉教育内容からは，小学校では「地域のデ

を探るために選択肢の一つとして設定した「地域の

イサービスセンターを訪問し，高齢者と話をしたり

福祉に貢献できる主体的参加の態度を養う」を福祉

遊んだりする」，「目の不自由な方・盲導犬との交

教育の意義に選択した学校は，全体で12にとどま

流」，「地域の公共施設の花（プランター）を飾る，

った．

地域の道路への花植え」，
「使用済み切手・テレホン

〈実施した福祉教育の内容について〉
図 5 は実施した主な福祉教育・学習の内容を示し

カード・ロータスクーポン収集」，
「特別支援学校と
の交流回数を増やした」等の多様な活動がある一
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実施した福祉教育（小・中・高の比較)

方，中学校では講演会と福祉施設などへの訪問・交
流が多くなり，ある程度活動が均一化している様子
が分かる．高校では教科として「福祉」や「社会福
祉基礎」を設定するという特徴がある一方，意識の
ある生徒にボランティア活動に参加させたり，ホー
ムヘルパーの資格を取得させたりする特定の生徒に
ピンポイントで働きかける福祉教育活動を行ってい
る．
〈福祉教育のための計画・時間について〉
学校として福祉教育のための年間計画を立ててい

図7

福祉教育実施時間の確保の方法

るかを尋ねた結果，約31にあたる学校が年間の福
祉教育のための計画を立てていないことが判明し
た．さらに学習指導要領上では明確に時数を割り当
てられていない福祉教育の実施時間をどのように確
保したか尋ねた結果（図 7），総合学習（43），特
，教科の時間に組み込み（13），道
別活動（23）
徳の時間（12），その他（9）であった．その時
数は年間で小・中・高ともに30時間程度以下にとど
まっている学校がほとんどであった．
〈福祉教育を実施する上での問題について〉
図 8 は福祉教育を各校で実施するにあたり感じた
困難を示している．「時間的余裕がない」，「確立さ
れた福祉教育プログラムが無い」
，
「教員の中に専門

図8

福祉教育実施上の困難

家がいない」といった高比率が予想された回答より
も，「学校外の人や団体と連携するのが大変である」

動機付けはあるのに教員の福祉教育に対する認識が

という困難がもっとも高比率という結果が得られ

薄いという特徴が見られた．さらに福祉教育実施の

た．また小・中・高の比較をすると，高校で生徒の

年
ために必要な条件・もの・支援を尋ねた結果，
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児童・生徒の意識の変化

間指導計画を立てたり教育課程の中に福祉教育を位
 予算措
置づけるなどの計画・時間に関すること，

置に関することは少数で，殆どが福祉施設や地域ボ
ランティア・社会福祉協議会等の地域との連携とい
った地域との連携・協力に関すること，であった．
. 意識の変容について
図 9 は児童・生徒の意識の変容について教員がど
う感じているか，さらに具体的な福祉に関する児
童・生徒の組織の有無について尋ねた結果である．
福祉・ボランティアへの関心が高まったかという問
に対しては約 9 割が「非常に高まった」
，
「ある程度

図10

高まった」と回答していることが読み取れる．しか

関係機関との連携・協力

し，学校種別ごとに見てみると，相対的に小学校で
の効果は高く出ているのに対し，高等学校での効果

っていたのかを，具体的内容ごとにまとめたのが図

は低い．その傾向は事柄別の「障害児・者や高齢者

12である．これによると，「企画に関する相談・助

への理解」でも「ボランティア活動」でも「人を思

言」は社会福祉協議会と社会福祉施設が多くを占め

いやる気持ち」でも同様である．

ている．「情報・資料提供」「用具・機材等の貸与」

. 関係機関との連携・協力について
〈関係機関との連携・協力について〉

「財源的支援」では，社会福祉協議会の関与が大き
い．「実施場面での支援」は，社会福祉施設，当事

図10は「学校外の機関・施設・団体・人から協力

者及び組織，社会福祉協議会の関与が大きい．「活

を得られたか」についてまとめたものである．上位

動場所の提供」では，社会福祉施設が 1/3 以上を占

3 つは「社会福祉協議会」，「社会福祉施設」，「当事

めている．「人材の派遣」では，社会福祉協議会，

者および組織」で協力校全体に共通していた．それ

当事者及び組織が多いが，社会福祉施設，福祉推進

以外の協力機関としては，小学校では「自治会・町

委員， NPO ・ボランティア団体，自治会・町内会

内会・子ども会」，中学校では「民生委員・児童委

などの関与も大きい．全体的に，社会福祉協議会の

員」，高校では「NPO・ボランティア団体」の割合

関与が大きいが，各関係機関・団体の特性に合わせ

がそれぞれ多かったことが特徴である．教育段階が

た協力が得られていることが明らかになった．

低いほど学校近隣の地縁集団，高くなるほど NPO
などの機能集団のかかわりが多くなるようである．
（図11）
〈関係機関との協力の具体的内容について〉
協力校が各機関・団体からどの程度協力してもら

〈福祉教育推進連絡会の設置，構成メンバーについ
て〉
学校外の関係者との福祉教育推進連絡会等の組織
の設置については，全体では約25の学校で「組織
している」と回答しているが，組織率は小学校が高
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関係機関との連携・協力（小・中・高の比較)

図12

具体的な協力内容

く（約32）
，高校で低い（約14）
．図13は「組織

度」では，全体的に「年に 2～3 回」と「年に数回」

している場合の構成メンバー」であり，小中高で共

が約90を占めており，「毎月開催している」が中

通して「校長」「教頭」「福祉教育担当教員」「社協

学校で 1 校あったのみで，会議開催頻度は多くない

職員」が一定割合で含まれている．ただし，小学校

といえる．

では行政職員と民生委員と PTA 代表，中学校では

〈学校外機関との連携の問題点と実態について〉

民生委員，施設職員， NPO ・ボランティア，高校

図14は「学校外機関との連携の問題点」について

では近隣住民は皆無で NPO ・ボランティアが含ま

まとめたものである．学校側が考えている一番の問

れていることが特徴である．また，「会合開催の頻

題点は「打ち合わせの時間が確保できない」（33）
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図13

組織の構成メンバー

図15
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地域等への啓発活動について

定的コメントが 1/3 を占めた．
〈地域等への啓発活動について〉
図15は家庭や地域社会に対する啓発活動をまとめ
たものである．「行っていない」は10のみで，何
らかの形で啓発活動は行っていた．「学校だより・
学年だより」を通しては51，「PTA 総会・学年集
会」は20，「地域の行事や集会での講話」は10
であった．ただし，小学校では PTA 総会等を通し
て，中学校以上では地域行事や行政の広報などを通
図14

学校外との連携の問題点

して，という割合が高かったのが特徴である．
〈地域社会と福祉教育を取り組むことについて〉
図16は，「学校での福祉教育を地域と取り組むこ

ということであり，次いで「活動の経費が確保でき

とについてどう思うか」についてまとめたものであ

ない」（ 18 ）「協力依頼のルートがわからない」

る．「必要だと思うし，現在も取り組んでいる」が

「どのように協力してもらえばよいかわから
（13）

58と高く，「必要だと思うし，今後取り組んでい

ない」（13）「関連機関の情報がない」（12）と

きたい」が29，「必要だとは思うが，取り組むの

続いている．連携の必要性は認識しつつ，実際には

は難しい」が13であり，「必要だとは思わない」

「時間」「資金」「情報」が不足していることが，調

はほぼ 0であった．ただし，小学校では「必要だ

査より明らかとなった．

とは思うが，取り組むのは難しい」が0であった

また，53の学校が近隣の学校と連携・協力を行

が，中学校・高校では1/4が「取り組むのは難しい」

ったと答えているが，
「どのような連携を行ったか」

と回答している．その理由として，「カリキュラム

という自由記述では，
「教員の福祉研修の合同開催」

の都合上，地域と連携する時間が取れない」「やり

「地域での清掃活動やボランティアなどでの交流」

方がわからない」が大半であり，中には「私立の学

「特別支援学校との交流」などであり，とくに中学

校なので地元地域からの通学者が少なく，地域との

校・高校では「情報交換」「保育園や小中学校，特
別支援学校等との交流」などが主であった。あとは
「連携の必要性を感じない」
「時間がない」などの否

連携が希薄であるため」といったものもあった．
〈指定期間終了後の地域との連携について〉
協力校指定期間終了後の地域との連携について
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図16

図17
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地域と福祉教育に取り組むことについて

指定期間後も学校外との連携をおこなっているか

（図17），全体では「指定期間終了後も継続して連携
している」が40，「不定期であるが行っている」
「行っていない」がそれぞれ30ずつと回答してい
る．しかし，小学校では「終了後も連携が続いてい
る」が一番多い回答であるのに対し，中学校では
「指定期間終了後は連携が終わっている」が 2/3 を
占めている．連携が継続していない理由を聞いては
いないが，これまでの調査項目への回答から，中学
校では福祉教育を常設できる時間的・財政的余裕が
ないこと，福祉教育担当教員の異動による推進体制
の縮小，があると考えられる．逆に，高校では「連

まった．
福祉教育の具体的なプログラムの提示や教材の提
供をお願いしたい
地域の社会資源（福祉施設，団体，人材）の情報
提供を行って欲しい
学校と地域の社会資源をつなぐパイプ役になって
ほしい
他地域や他県の先進的な取り組みの情報を教えて
欲しい
地域の福祉に関する現状と課題などを知らせる情
報が欲しい．

携が継続できていない」という回答がなかった．こ

教科「福祉」の担当教員を増やして欲しい（高校）

れは，高校は学校全体ではなくクラブ活動などが中

地域の高齢者などの人材が，主体的に学校や地域

心で，一度関係ができると活動が継続しやすいこ

の福祉活動にかかわれるような福祉教育の推進シ

と，教員の異動が比較的少ないこと，などがあると

ステムを考えて欲しい

考えられる．
〈社会福祉協議会に求めるもの〉

などである．学校側は，これまでの社協の支援に感
謝しつつも，「具体的かつ効果的な情報やプログラ

｢福祉教育を進める上で社会福祉協議会に求める

ムの提供」，「学校と社会資源をつなぐコーディネー

もの」について自由回答で意見を求めた．代表的な

ト機能」についての要望が多いことが明らかとなっ

回答を挙げておく．

た．

企画に関する相談・助言・支援を行って欲しい
福祉教育担当教職員への研修会やアドバイスを行
って欲しい．何をやってよいか，途方にくれてし

.

考

察

調査結果をふまえて，地域社会資源と連携した福
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祉教育推進のための課題について，教育学と社会福

地域ボランティア・社会福祉協議会等の地域や学校

祉学の立場から考察していく．

外部との連携が最も多かったことからも，学校が地

. 教育学の見地から

域に自らを開くことに困難を感じていることが読み

 地域に開かれた学校づくりに困難を抱えている
◯

取れる．福祉教育を実施する課題は，一つに学校を

現状と地域の教育資源活用
「開かれた学校」は 1996年の中央教育審議会答申
「21世紀を展望した我が国の教育の在り方について」

開くという課題でもあるだろう．
 福祉教育が学校教育課程全体の中でどこにも位
◯

置づけられていない脆弱さ

の中でキーワードの一つとして用いられたことから

教育学の立場から，本アンケート結果全体を概観

盛んに学校に求められるようになってきた．同時に

して言えることは，福祉教育が小・中・高のどの教

「学校・家庭・地域社会の連携」が謳われ，小・中

育段階でも，その教育課程の中で非常に不安定な位

の教育実践の中で，各学校が地域の教育資源をいか

置づけしか与えられていないということである．そ

に活用し魅力的な教育実践を作り上げるかが問われ

れはまず，図 1 からわかるように，福祉教育の担当

ている．例えば，正式な教員ではない父母や地域の

教員が明確に置かれている割合が約 6 割であること

大人が教室に入り，学習の補助をしたり特定のテー

からも伺える．その他の 4 割は，教頭であったり教

マについて授業をするボランティア・ティーチャー

務主任・研究主任であったり，「決まっていない」

や，逆に児童・生徒が街の施設や行事に出掛けて地

という学校も複数校あった．学校組織というものは

域の教育資源（図書館，福祉施設，商店街，川・田

校務分掌組織で教員が校内の役割・諸事務を担当

んぼなど）から様々な学びをすること等が試みられ

し，その分掌された校務を各教員が処理することに

実践されている．

より組織として動いている．その他の 4 割の担当者

そのような前提を踏まえて，福祉教育の実施に関

は，校務分掌組織に位置づけられた校務として福祉

して地域社会との連携を見てみると，図 4 からもわ

教育を担当したのか疑問が残る．また図 7 から，福

かるとおり，福祉教育の意義について「地域の福祉

祉教育の実施時間の確保については，総合的な学習

に貢献できる主体的参加の態度を養う」を選択した

の時間や特別活動を使って福祉教育を行ったという

学校が全体で12にとどまったことは考慮に入れる

回答が 7 割近くを占めていた．これは，学習指導要

べきである．
「二つを選択」という質問形式なので，

領の各教科・道徳・特別活動・総合的な学習の時間

前述のような「思いやりの心」と「他者理解」が結

の 4 領域のどこにも明確に福祉教育が位置づけられ

果として回答の大部分を占めたという事情は勘案す

ていない結果，実施するのだったら現実的に総合的

べきだろうが，その二者がある程度似通った内容で

学習の時間か特別活動が主たる時間にならざるを得

あることは明らかなので，学校の地域福祉に対する

なかったのではないかと考えられる．ここにも学校

意識が明確であれば，選択肢の「地域の福祉」を選

教育課程全体の中で，福祉教育が明確な位置づけを

択することが可能ではなかったか．「地域の福祉」

持っていない現状が示されていると言えよう．下記

を二つの選択肢のうちの一つとして選択した学校が

に記した要因も大きいかも知れないが，図 3 に示さ

約12であったことは，未だ学校側に福祉教育実施

れたように，福祉教育指定校の期間終了後に実施規

の意義として，地域の福祉に貢献する人間を育成す

模が縮小したり質的に変化しているのは，どうして

るという意識が脆弱であることを示していよう．第

も福祉教育が教科学習などとくらべて副次的な位置

二に，図 8 で示されているように「学校外の人や団

づけしか与えられていない傾向を示している．

体と連携するのが大変である」点が最も多かったこ

さらに，「発達段階の連続性」を考慮した福祉教

と，さらに福祉教育実施のために必要な条件・も

育プログラムの配置が行われているとはいえないこ

の・支援についての自由記述回答でも，福祉施設や

とも明らかとなった．福祉教育の内容を尋ねた質問
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において，内容の深度に違いはあろうが小・中・高

ら，自校内・他校間・地域での共通認識づくりの人

で実施した内容に項目としてみると大きな差異がな

的条件・時間的条件・資金的条件が十分ではないこ

いことも注目しなければならない．本来教育課程は

とが明らかとなった．同図では「時間の余裕がない」

積み上げられて初めてその成果が十分に発揮される

と「確立されたプログラムがない」も上位に入って

ものであって，小学校の時に車いす体験をしている

いる．「時間の余裕がない」は福祉教育実施のため

者に高校でもう一度車いす体験をさせても福祉教育

の教育課程上の時間的余裕がないとも受け取れる

としての効果は少ない．高校は学区外からも入学し

が，同時に準備をする教員自体の時間的余裕が無い

てくる生徒が多いため，必ずしも小・中学校との連

と読み取ることもできる．「確立されたプログラム

続性については言及できないが，少なくとも小学校

がない」は，総合的学習の時間が教育課程内に組み

と中学校のあいだの福祉教育プログラムや推進体制

込まれた当時に，「何をやって良いか分からない」，

の連続や連携は確保できると考える．つまり，小学

「学年毎・分野/テーマ毎のプログラムを示して欲し

校での福祉教育での学びを前提とした，中学校での

い」と言う声が学校現場から上がってきたことと相

福祉教育のプログラム設計が必要になるということ

似しているのではないか．

である．

さらに図 7 から，福祉教育にあてた時間について

福祉教育は「実施してもしなくても良いようなも

は，現在の学校が現実的に福祉教育に時間を割けて

の」では無い．他者への理解や思いやりを育てた

ないことが明らかになった．1998年版の現行学習指

り，高い人権意識・福祉意識を育み地域社会に貢献

導要領では，特に小中で総合的学習の時間を含めて

できる人間を集団で育むのは，学校の大きな責務で

も大幅な学習時間の削減が行われ，結果として各教

ある．自由記述で，「福祉教育を各教科の内容とリ

科の教育内容を削減したにも関わらず，教科の学習

ンクさせるのが一番うまい方法だが，そのような教

にあてる時間が不足しがちであるという状況が生み

科間・教員間の連携がない」という回答があった

だされている．その状況の中で，福祉教育に使う時

が，福祉教育を 4 領域の教育課程（教科・道徳・特

間は小・中・高ともに 30 時間以下にとどまってい

別活動・総合的学習の時間）のどこかで明確に位置

る．学校教育の年間を通した週数が約35週であるこ

づける事をしなければ，現在のような脆弱さを抱え

とを勘案すると，1 単位分ほどにも達していない場

ながら実践される状況を変えられないのではないか．

合が多いと言える．しかしその一方で年間50時間を

 忙しさと手探りの中で福祉教育に力を注げてい
◯

超える実施時数の学校も数校あり，総合的な学習や

ない教員と学校

教科として実施し，相当時数を福祉教育にあててい

福祉教育を学校内で企画・実施する教員自体が，

る学校も少数だが存在する．時間の確保の方策は，

福祉教育に対する明確な理念を持ち得ず，さらに指

主には総合的学習の時間と特別活動で約70にのぼ

導要領やプログラムがないために手探りで実践を続

った．その他の「教科の時間に組み込んだ」と「道

けているという姿が浮かび上がってきた．福祉教育

徳の時間を使った」は小学校で比率が高いが，一方

実践は，それをどう進めていくか，それがどれほど

で中高では休業日の活用や始業前という回答もあっ

の意義・重要性を持つかについての教員間の共通認

たことは，時数確保が難しい学校現場の状況をあら

識がなければ，ともすると教科の学習や生徒会活動

わしていよう．

や生徒指導・進路指導などの必須の活動に比して副

その状況は，福祉教育協力校指定期間が終了した

次的な活動に位置づけられてしまう傾向があるから

学校が，福祉教育に関する取り組みを継続できてい

である．その意味で，学校内外で学習会などの教員

るかどうかにもあらわれている．指定期間終了後に

の共通理解を作る場があるかどうかは，福祉教育を

福祉教育の実施規模が縮小したケースが多いことを

推進する体制としては重要である．図 8 の結果か

示す図 3 の結果から，福祉教育を「できる範囲で」
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実施しようという傾向がうかがえる．
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考える．それは，千葉県で平成19年度から推進が図

. 社会福祉学の見地から

られている「福祉教育パッケージ指定方式」の基本

 地域社会との連携について―教育段階と圏域
◯

構想にもつながる視点であろう．

図10，図11，図12などで直接的に地域社会との連
携による福祉教育の推進について聞いている．ここ

 人的資源の確保・育成・調整―社会福祉協議会
◯

の役割

からわかることは，教育段階が高くなるほど近隣地

調査から，福祉教育を推進していくにあたって，

域社会との連携が希薄になるということである．こ

学校側は地域社会との連携の必要性は認めている

れは，必ずしも社会資源とのかかわりの希薄さをあ

が，具体的な情報やつながる手段を持っていないと

らわしているのではない．教育段階によって，関わ

いうことが明らかになった．少なくとも協力校の指

る社会資源の種類が異なっているのである．学校周

定期間内は社会福祉協議会が相談・支援に乗ってく

辺の近隣住民やボランティア，福祉関係者等とのか

れるが，指定期間が終了すると福祉教育が縮小する

かわりは，小中学校のほうが濃厚である．もう少し

ことがわかっている（図 3 ， 17 ）．これは，学校側

詳しく各学校での地域社会・資源との連携状況を見

の問題としては，福祉教育の推進は「福祉教育担当

てみると，小学校では PTA や自治会・町内会，当

者」に任せきりの状況であり，福祉教育担当者が異

事者とのかかわりが，中学校では福祉施設や民生・

動してしまうとそれで福祉教育が縮小してしまう，

児童委員などとのかかわりが，高校では福祉施設や

ということが考えられる．実際，協力校指定終了後

当事者， NPO ・ボランティア団体とのかかわりが

2 年以内の学校であるにもかかわらず，アンケート

より多いといえる．このように見てみると，地域住

の回答について「当時の担当者が不在なので詳細が

民の一番身近で地域福祉課題の相談や支援に携わっ

わからない」というコメントが散見された．結局，

ている民生・児童委員や福祉推進委員，福祉施設職

協力校指定の間だけの福祉教育であり，学校のシス

員とのかかわりが多いのが中学生であり，高校生に

テムとして福祉教育が根付いてこなかった，という

なると，「地域性」よりも福祉問題解決や支援方法

ことでもある．

といった「機能性」に重点を置く NPO ・ボランテ

しかし，これは学校だけが悪いというのではな

ィア団体や福祉施設・当事者のほうに重点が移って

い．地域社会の中には，学校教育や子供の健全育成

いることが分かる．また，地域の福祉問題への理解

に関心がある地域住民・団体は結構存在する．そう

という点でも，小学生では理解力・生活実感ともに

であれば，地域社会とつながりたい学校と，学校に

十分ではないが，中学生では福祉問題への理解力や

かかわりたい地域集団をつなぐ（コーディネートす

想像力が身についてきていると考えられる．

る）役割が不可欠である．それが，自由回答にも多

さらに，今日の社会福祉に関する相談・支援・

くの意見が寄せられた，社会福祉協議会に期待され

サービス提供の基礎的な圏域として市町村が重要な

ている役割ではないだろうか．福祉教育は，地域の

役割を担っているが，市町村の下位にある住民に身

社会福祉問題を素材として「共に生きる力」「思い

近な圏域としては，中学校区が範域として期待され

やり」をはぐくむ学習であり，その方法として体験

ている
（介護保険法の地域包括支援センターなど）
．

学習や協同実践を大事にしている．地域の社会福祉

以上から，近隣社会との関係，社会福祉問題への

問題を把握すること，当事者や地域福祉実践者，専

理解力，地域福祉サービス提供の基本的圏域を考え

門家などを巻き込みながら福祉教育をマネジメント

合わせると，地域を基盤とした福祉教育の推進にお

すること，これらをコーディネートできるのは，社

いては，中学校区を基本的な範域とし，中学校を中

会福祉協議会をおいて他にないと考える．

心に地域社会資源との連携を図りつつ，小学校・高

図11，図12を見る限り，地域の各協力機関・団体

校にも連携を広げていくという方法が有効であると

は，それぞれの特徴を生かした関わりが出来ている
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ようである．一方で，地域の協力機関・団体同士を

県の「地域指定パッケージ方式」の基礎研究に

つなげる（ネットワーク化）働きかけは不十分であ

もなる可能性が指摘できる．

り，また地域の協力機関・団体を「地域における福


◯

学校側でも，地域社会と連携・協力した福祉教

祉教育の担い手」として育成していく取り組みも十

育の必要性については理解しているが，具体的

分ではない．

な情報やつながる手段を持ち合わせていないこ

学校福祉教育の支援を基本に，地域社会の福祉

とがわかった．これも，協力校指定期間のみで

力・教育力をも高めていくような，まさに「地域の

福祉教育が衰退する一因である．地域につなが

福祉力」を醸成するビジョンやシステムの中に福祉

りたい学校と，学校を支えたい地域の諸資源を

教育を位置づける構想力が，社会福祉協議会には求

コーディネートする存在が不可欠であり，社会

められていると考えられないか．

福祉協議会がコーディネーターとして社会資源

.

結

の開発，活動支援，情報提供やネットワーク作

論

りをすすめることが求められている．

地域を基盤とした福祉教育の推進について検討す

.

る基礎調査として，学校における福祉教育について

今後の課題

アンケート調査を行い，若干の考察を試みた．本研

本研究を通して，学校が福祉教育を主体的に取り

究で明らかにされた学校と地域社会が連携した福祉

組めるための支援（情報提供や研修，プログラム開

教育を進める上での課題は，以下のとおりである．

発等）の必要性が確認された．しかし一方で，学校


◯

学校における福祉教育の位置づけは，小・中・

教育サイドで，福祉教育になぜ取り組むのか今日

高校を通して不明確であること．それは担当教

の教育体制の中で，福祉教育をどう位置づけ，生か

員の位置づけの不安定さ，教科や教育課程への

していくのか，という「福祉教育の理念」が十分に

位置づけの曖昧さなどに現れており，小・中・

浸透していない実態も確認された．今後は，インタ

高と発達段階を考慮した福祉教育プログラムの

ビューなどを通して，学校や教育が福祉教育をどう

欠如にもつながっている．同時に，学校におい

受け止め，理解しているか，を追跡調査する必要が

て福祉教育を通して子供たちにどのような価値

ある．

を身につけて欲しいのか，といった明確な理念

◯


◯

また，地域の社会資源を福祉教育の推進役に育

の欠如が根底にあることも確認できた．

て，学校と地域資源を結びつけるコーディネーター

学校が「地域に開かれていない」現状が浮き彫

としての社会福祉協議会の役割について指摘した．

りとなった．逆説的な言い方だが，「地域との

そのためには，社会福祉協議会が福祉教育をどのよ

連携が困難」「どのように連携すればよいかわ

うに考え，地域福祉推進に福祉教育をどのように位

からない」ということは，現在開かれた状態で

置づけているのか，を明らかにする必要がある．現

はないということの裏返しでもある．

在，千葉県内の全市町村の社会福祉協議会に，福祉

地域福祉課題へ対応している諸機関・団体の活

教育に関するアンケート調査を行っている．学校と

動エリア，社会福祉サービスの資源配置や提供

社協の双方への調査結果を突き合わせながら，地域

のエリア，生徒の生活エリア，生徒の発達段階

社会資源と連携した福祉教育のあり方について考察

等を勘案すると，地域を基盤とした福祉教育

していきたい．

を，地域の社会資源と連携しながら推進してい
く課題として，中学校区とそれを包括する小地
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