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はじめに

することであり，住民の地域福祉課題への気づきを
促し，活動への参加につなげる支援である．それら

「地域社会で支援を求めている者に住民が気づ

を通して形成される協力関係が，ひいては地域全体

き，住民相互で支援活動を行う等の地域住民のつな

の「支え合い」につながっていく，という思想であ

がりを再構築し，支え合う体制を実現するための方

る．

策」について検討するために，2007年に厚生労働省

これらの地域の支え合いを促進していく中心的な

により設置され審議されてきた研究会の報告書が，

機関といえば，社会福祉協議会がまず挙げられるで

2008年 3 月に『地域における「新たな支え合い」を

あろう．社会福祉協議会は，2000年の社会福祉法改

求めて－住民と行政の協働による新しい福祉－』と

正において「地域福祉の推進」を目的とすることが

してまとめられた．報告書では，これからの地域福

明記されており，区域内の社会福祉を目的とする事

祉の意義と役割の一つとして，「地域における新た

業者や諸団体，住民の参加を促し，地域の課題解決

な支え合い」（共助）を確立することが提唱され，

のための組織化や諸団体の連絡調整，活動支援など

地域において生活課題を早期に発見し，早期に対応

を行うことが期待されている．

できるために，近隣住民・地域の諸団体・行政や事

一方で，社会福祉協議会は，介護保険事業や自治

業者，専門家がネットワークで支えるシステムを作

体からの受託事業の割合が増加し，地域福祉活動支

る必要性が指摘されている1)．その際重要になるの

援の取り組み（住民参加の促進など）が弱くなって

は，地域住民が主体的につながりあえる環境を醸成

いるのではないか，という課題が指摘されている1)．
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本研究では，住民参加を促す方法の一つとして従
来から取り組まれている福祉教育事業について，社
会福祉協議会においてはどのような位置づけや目的
で実施されているのかを明らかにするために，調査
を行った．昨年度実施した千葉県内の福祉教育指定
校への調査では，学校がどのように地域社会とかか
わ りを 持 って 福祉 教 育を 行 って いる か を検 討し
た4)．そこでは，学校側でも地域社会と連携・協力
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した福祉教育の推進の必要性は認識されているのだ
が，具体的な情報や連携方法をもたず，結果的に地
域に開かれていない現状を明らかにした．今回は，
地域福祉推進の立場から，社会福祉協議会がどれく
らい地域福祉の推進を意識した福祉教育を実践して
いるのか，明らかにすることを目的に調査を行っ
た．それは同時に，学校における福祉教育の直接的
な相談・支援機関としての位置づけを社会福祉協議
会自身がどれほど認識しているのかを検証すること
にもつながると考える．
図1

.

福祉教育事業の内容

調査概要

. 調査対象
千葉県内市町村社会福祉協議会56機関に対してア
ンケート調査を行った．回答を得られたのは36機関
であり，回収率は約64であった．
. 調査期間

図2

福祉教育事業の位置づけ

平成20年11月～12月
.

調査内容

〈福祉教育の事業について〉

調査項目は，市町村社会福祉協議会が福祉教育事

社協が実施している福祉教育事業についてたずね

業をどのように考え，実践しているか，ということ

たところ（選択肢・複数回答可），学校福祉教育へ

を明らかにするため，以下の大項目を設定した．

の支援，ボランティア養成講座，子供向け福祉教育

 福祉教育の推進体制について
◯

講座，広報・パンフレット，地域福祉活動関係者へ


◯

学校における福祉教育事業について

の講習，という順番で取り組まれている数が多かっ

質問は全部で20項目であり，単純集計とクロス集計

た．学校福祉教育の支援は，回答が得られた社協の

により処理を行った．

ほぼすべてで取り組まれており，社協の福祉教育事

.

調査結果

. 福祉教育の推進体制について
〈福祉教育の担当部署・職員について〉

業の中核的位置を占めている．（図 1）
〈福祉教育事業の位置づけ〉
福祉教育の社協事業における重要度についてたず
ねた．（図 2）

社協内に福祉教育を担当する部署・職員を配置し

「福祉教育は社協の地域福祉事業の基盤であり，

ている機関は，30機関（81）であった．ただし，

重要な位置づけである」という回答は 10 機関（ 27

その具体的な部署・役職名としては，地域福祉推進

），「福祉教育は重要であるが，社協事業を推進す

課や地域福祉班，ボランティアセンターといった部

る柱の一つにすぎない」という回答は 12 機関（ 33

署が大半であり，「福祉教育」の名のついた部署は

），「福祉教育は多くの社協事業の中の一つの事業

全くなく，住民の地域福祉活動推進の一環として福

である」という回答は13機関（36）であった．福

祉教育に関わっていることがうかがえる．役職も主

祉教育が社協事業のなかでそれほど重要視されてい

事が大半である．

るわけではないことがわかった．
社協事業における福祉教育の位置づけをみるため
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図4
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福祉教育事業の目的

福祉教育推進体制の構成員

に，社協事業の年間予算（一般会計予算）に占める

〈福祉教育事業の推進体制〉

福祉教育事業への予算配分の割合をたずねた．回答

福祉教育を地域で進めていくために，外部関係者

していない社協が約2/3であったが，各社協が福祉

も含めた福祉教育推進会議等を設置しているかたず

教育事業と考える事業への予算配分は，0.0025～

ねたところ，設置していない機関が 8 割にのぼっ

5 の範囲（平均は0.05前後）と低率にとどまっ

た．設置している機関（8 機関）の半分（ 4 機関）

た．

は千葉県社協の福祉教育推進パッケージ指定を受託

〈福祉教育事業の目的〉
8 つの選択肢から主なものを 3 つ選んでもらっ

た．（図 3）

している機関であったが，同じくパッケージ指定を
受けている機関で福祉教育推進連絡会議等を設置し
ていない機関が 4 機関あった．

選択肢を大別すると，『福祉意識の醸成』（前半の 4

推進会議等を設置している場合，どのような関係

項目）と『地域福祉の推進』（後半の 4 項目）に分

者を召集しているか聞いたところ（図 4 ），行政関

けられる．全体的には『福祉意識の醸成』に関連す

係者，学校関係者，パッケージ指定団体（地区社協

る項目への回答が 6 割ほどであり，個別には「ノー

等）関係者，民生児童委員が多く，福祉施設関係

マライゼーションの推進」
「思いやりの育成」
「地域

者，社会教育関係者，自治会町内会関係者は少なか

福祉の理解者を増やす」といった項目への回答が多

った．

かったが，
「人間関係の醸成」
「新しい公共の創造の

〈地域福祉関係機関等への情報提供について〉

ための地域福祉の推進」の項目は回答が少なかっ

地域を基盤とした福祉教育を推進していくにあた

た．社協における福祉教育の目的は，『地域福祉の

って，社協から地域の福祉団体等へ福祉教育に関す

推進』より『福祉意識の醸成』が重視されているこ

る情報提供や資源提供，プログラム提供を行ってい

とがわかった．

るかたずねた．57の機関が「行っていない」と答
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えており，「行っている」場合でも，講座や研修会

また，具体的な協力内容については，企画に関す

の参加案内であったり，各機関・団体からの問い合

る相談では専門家が多く，情報・資料提供などは行

わせに対する情報提供やアドバイスが主であったこ

政 機関 ， 実施 場面 の 支援 で は民 生・ 児 童委 員，

とから，実質的には社協から主体的に情報提供がな

NPO ・ボランティア，施設職員，用具の貸し出し

されている状況ではないと考えることができる．

や活動場所の提供では福祉施設，人材派遣では当事

〈関係機関との連携について〉

者，福祉施設， NPO ・ボランティアが多かった．

社協が福祉教育を実施するにあたって，地域福祉
関係機関・団体等からどのような協力を得ることが
できているか聞いた．
（図 5）

（図 6）
福祉教育実施において，地域の諸団体に参加を促
し，各団体の特徴を生かした協力を求めていること

どのような関係機関から協力を得られているかた
ずねたところ（複数回答可），全体的にばらつきは
少なく，当事者および組織， NPO ・ボランティア
団体，行政機関，福祉施設，民生・児童委員，地域
の福祉推進委員などが多めであった．

うかがえるが，基本的には企画より実施場面での連
携が中心であることがわかった．
. 学校における福祉教育事業について
〈現在の指定校の状況〉
現在，各社協の管轄内で福祉教育指定校を受託し
ている学校があるかどうかを聞いた．現在指定校を
管轄内に抱えている社協は14機関（39）であり，
そのうちの 8 機関が福祉教育パッケージ指定校を受
託していた．
〈学校とのかかわり〉
まず，社協に対する学校からの福祉教育実施に関
する協力依頼の内容をたずねた．（図 7）
多い順番に，
「用具・機材等の貸与」
「人材の派遣」
「実施場面での支援」「企画に関する相談・助言」で
あった．福祉教育を進める上での企画に関する相談
よりも，実施場面での協力依頼が多いことがわかる．
しかし一方で，社協から学校へ，福祉教育の推進
方法やプログラムについて提案を行ったか聞いたと

図5

関連機関との連携の内訳

ころ，58の社協が「行っていない」と回答した．

図6

関連機関との連携の内容
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学校からの協力依頼内容

し，結びつける取り組みを行っているか，たずね
た．（図11）86の機関が「行っている」と回答し
ている．これは図 6 からも，実際の福祉教育の実施
場面での活動場所提供や活動支援として紹介されて
いると考えられる．
図8

学校に対する提言・提案

〈児童・生徒，先生，地域福祉関係者の意識の変容
について〉

（図 8）

福祉教育実践を通して，児童・生徒や先生，地域

「行った」場合の提案事項を聞いたところ（自由

福祉関係者の福祉やボランティアへの関心が高まっ

記述），「夏休み体験ボランティアの提案」「高齢者

たかどうか，聞いた．（図12）児童・生徒と地域福

や障害者などの一般的な福祉の内容ではなく，子供

祉関係者に関しては，「非常に高まった」「ある程度

たちが身近に感じる課題（いじめやゴミの問題，外

高まった」と感じている割合が 70 以上であった

国出身の同級生など）を切り口としたプログラムを

が，先生に関しては逆に「わからない」が約50を

行った」「県社協などから配布されるパンフレット

占めた．

などの提供」などであった．
〈学校で行った福祉教育プログラムについて〉
実際に社協が協力して学校で行った福祉教育プロ
グラムについてたずねた（複数回答可，図 9 ）．多
い順番に「車いす体験」
「当事者との交流・講演会」

福祉教育にかかわった地域住民の福祉意識の変化
「非常に高まった」
についてたずねたところ（図13），
「ある程度高まった」と感じている割合が約70で
あった．
〈福祉教育を推進していく上での課題〉

「手話学習・体験」「点字学習・体験」「地域行事へ

最後に，地域を基盤として社協が福祉教育を推進

の参加」「募金活動」であり，体験や交流を中心と

していく上での課題について聞いた．（自由回答）

したプログラムへの協力が主であった．

代表的な意見をあげておく．

〈学校の先生方への関わり方〉
福祉教育を推進するにあたって，社協から学校の

福祉教育を実践するうえでの指針となる事例やマ
ニュアルがほしい

先生方を対象とした勉強会などを企画・実施してい

教育委員会や学校との連携が困難．学校はカリキ

るかたずねた．（図10）86の機関が「実施してい

ュラムが詰まっており，合間に「福祉」に取り組

ない」と回答している．

む印象だ．前年度から構想をもって取り組むなど

〈学校への地域の福祉機関・団体の斡旋〉
福祉教育を推進するにあたって，社協から学校へ
地域の福祉団体やボランティアなどを紹介・斡旋

の準備が必要だ
学校側からの急な依頼などが多く，十分な対応が
できない
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学校で行った福祉教育プログラム

地域に即した福祉教育（子供から大人まで，小地
域エリアで，）を行っていくことはとても難しく，
課題が多いと思うが，草の根的に根気よく前に進
めていくことが大切
現場で働いている先生方の理解を得ることが難し
図10

先生への勉強会等の実施

い
学校現場が忙しすぎて，社協から声をかけるのは
気が引けてしまう

.



考

察

社協における福祉教育事業の位置づけについ
て

社協事業において，福祉教育事業はどの程度の重
図11

学校と地域福祉団体の仲介

要度であるのか．担当職員の配置，事業内容，予
算，目的などをみることで考えてみた．結論からい

学校の先生が忙しいのはよくわかっているが，す

えば，筆者らが想定していた以上に，福祉教育事業

べてを外郭団体（社協など）に丸投げするのでは

が社協事業における位置づけは低いものであった．

なく，体験後に生徒に対して振り返りや理解を深

それは，予算が事業費全体の0.05（おおよそ年間

めるような取り組みをしてほしい

で10数万円～数10万円程度）と低額であることばか

学校という限られたなかで，生徒たちの気持ちを

りが根拠ではない．調査結果（図 3）では「ノーマ

高める福祉教育を行うためには，社協などの関わ

ライゼーションの推進」や「思いやりの育成」「地

りは重要だと思う

域福祉の理解者・協力者を増やす」といった，社会

先生によって対応が変わったり，異動も多いた

福祉協議会のミッションにかかわる内容（「地域福

め，説明を初めからしなければならない場合が多

祉の主体形成」（大橋謙策））が福祉教育の目的とし

い

て考えられているにもかかわらず，担当職員が地域
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図12

図13
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福祉・ボランティアへの関心

地域の福祉団体の方々の福祉への関心・理解は高まったか

福祉推進担当やボランティア担当の職員が兼務して

千葉県社協では平成19年度より「パッケージ指定」

いることが多いこと，事業の位置づけの重要性は認

制度を創設して，地域ぐるみで福祉教育に取り組む

識しつつも多くの社協では
「社協事業の一つの事業」

ことを推進している．その中では，市町村社協や地

である，という認識であること，福祉教育事業とし

区社協を中心に学校関係者以外も含めた「福祉教育

て取り組んでいる内容が学校福祉教育への支援やボ

推進会議」等を設置することを勧めている．本調査

ランティア養成講座の開催，各種研修会の開催やそ

では，回答を得た社協の約 2 割（8 機関）が推進会

の案内にとどまっていることからも判断することが

議を設置しており，うちパッケージ指定されている

できる．福祉教育を，「安心安全なまちづくり」や

社協（回答団体中 8 機関）のうち 4 機関が含まれて

「新しい公共性の創造」といった地域福祉システム

いる．逆に言うと，パーッケージ指定されていても

形成の一手段として位置付けるのではなく，「人づ

推進会議を設置していない機関が 4 機関あり，パッ

くり」の一方法としてとらえており，ゆえに予算を

ケージ指定されていなくても設置している機関も 4

かけずに取り組める範囲で実施している，という認

機関ある，ということである．これは，各市町村社

識であると考えられる．

協の福祉教育推進の方針の違いと考えることもでき

 地域の福祉関係者・団体との連携について


る．また，推進会議を設置している場合の委員構成

近年の地域福祉では「住民参加」「公民協働」が

であるが，多い順に行政関係者・学校関係者・その

キーワードとなっており，地域福祉の推進において

他（パッケージ団体として指定された地区社協関係

は住民や福祉活動団体，専門職等を巻き込んだ仕組

者など）・民生児童委員が含まれており，福祉施設

み（「地域福祉プラットフォーム構想」など）を創

関係者や町内会関係者，医療関係者が少なかった．

り，連携していくことが課題となっている．本調査

これは，行政・学校関係者以外では近隣に住んでい

では，社協が福祉教育推進にあたって，どの程度地

る福祉関係者を選んでいるためで，「他職種との連

域住民や団体と連携しているかを明らかにすること

携」というよりは「近隣との協力」重視の傾向とい

も目的の一つである．

えるだろう（図 4 ）．一方で，福祉教育の実際の場
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面では，福祉の当事者や福祉施設職員，地域のボラ

プログラム提案や情報提供を行った」のは約 4 割で

ンティア団体などが「講師派遣」
「実施場所の提供」

あり，主体的な働きかけによるとは言えないようで

や「実施場面での手伝い」などでかかわっている

ある．同様の福祉教育内容になった原因は，実際に

（図 5，図 6）．社協の地域福祉援助（コミュニティ

は学校側が福祉教育の計画を立て，そのあとに社協

ワーク）の考え方としては，地域組織化も視野に，

に協力依頼がなされているため，と考えることがで

広く様々な関係団体を巻き込んで，学区を超えた地

きる．というのも，学校での福祉教育のプログラム

域の様々な福祉関係者と一緒に企画・運営を行う，

が，従来から批判されている障害体験や交流活動を

という福祉教育推進会議のイメージであったが，実

中心としたものであり，必ずしも地域の福祉問題を

際には学校という「教育機関」への配慮（子供たち

素材とした内容や福祉活動への参加者を増やすよう

への安心安全の確保等）が優先されたため，実施場

なプログラムが意図されていないことからも，社協

面中心という限定的な「連携」にとどまったと考え

が企画段階から積極的にかかわったという痕跡はあ

られる．「地域の教育力」との関連でも，今後の課

まり認められない．先生への福祉教育実施の支援

題である．
社協が地域福祉関連機関・団体に対して福祉教育
に関する情報提供やプログラム提案を行っている場

（勉強会や研修会の開催など）がほとんどなされて
いないことも，これを裏付けるといえるだろう（図
．
10）

合は 4 割程度であり，福祉教育推進にあたって連携

学校での福祉教育を，「地域福祉の推進」という

や協力を得られている団体の内訳や内容について

視点から，地域の福祉問題や様々な地域の社会資源

も，前述した福祉教育推進会議と同様の傾向であっ

を活用した取り組みとして進めていくためには，学

た．また，協力を得られていない団体（協力を依頼

校の先生方の地域福祉や福祉教育への理解と協力が

していない団体）も結構多く存在した（図 6）．こ

不可欠であり，計画的な福祉教育授業の準備が必要

のあたりも，従来からの福祉教育への協力団体や協

である．そのためには，社会福祉の側も，子供の成

力内容が踏襲されており，社協が積極的に新しい団

長や発達およびカリキュラムを視野に入れた，「教

体や依頼内容の開拓を行っているわけではないこと

育学の視点」から福祉教育をとらえなおしてみるこ

がわかる．

とが必要である．学校では，必ずしも地域福祉の観




学校福祉教育へのかかわりについて

点からだけで福祉教育を実践するわけではない．た

ここでは，社協が学校福祉教育に，どれぐらい主

とえば，正義感や助け合いといった道徳性の育成や

体的にかかわりを持っているのか，を確認したい．

命の教育と結びついた福祉教育プログラムがもっと

図 7 や図 9 からわかることは，学校から社協へ協力

開発されるべきである．社協からプログラム提案を

が依頼されている内容と，学校で社協がかかわって

検討することは必要であるが，学校側にも「学校と

行っている福祉教育の内容が，ほぼ重なる，という

地域を結びつけたカリキュラムの開発」が求められ

ことである．これは昨年度の学校への福祉教育調

るといえる．

査4)において明らかとなった，学校での福祉教育プ

一方で，図11では，学校と地域の福祉団体を結び

ログラムの実施内容とほとんど同様であり，学校で

つける取り組みを行っている様子も見て取れる．こ

の福祉教育の実施には人的・物的・情報的にも社協

のあたりについては，地域の福祉団体がどの程度の

が大きな役割を担っていることを示している．

かかわりをしているのか（単なるあっせん・紹介な

一方で，社協が学校福祉教育に大きくかかわって

のか，その後の学校運営への理解や協力といった有

いることは分かったが，それが「社協の主体的な働

機的連携につながりうるのか，など）確認してみる

きかけの結果であったのか」ということに関して

必要があるが，図13からわかるように，学校福祉教

は，図 8 からわかるように，「社協が学校に対して

育にかかわった住民・団体は「福祉への関心・理解
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が深まった」と感じていることからも，連携すすめ

討．そのためには，パッケージ指定における福祉

方については今後の課題である．

教育推進会議の在り方を事例的に検討する．どの

.

結

ように，有機的に地域の福祉団体と学校を連携さ

論

せ，コミュニティワークに結びつけるか，が課題．

本研究では，社協がどれくらい地域福祉の推進を

学校における福祉教育を，教育学の見地からも再

意識した福祉教育を実践しているのか，を明らかに

検討してみること．学校の実情，子供に身につけ

することを目的としてきた．わかったことは以下の

させたい知識・価値観・経験などを勘案して，か

とおりである．

つ「地域の福祉力」を有効に関連させられる福祉


◯

社協における福祉教育の位置づけ，目的，メニ

教育プログラムの検討．そのための，学校内での

ューなどから，「地域福祉の推進」というよりは

福祉教育推進体制のありかたの研究（先生方への

「福祉意識の醸成」の方法として福祉教育は認識

意識改革も含めて）．

されている．

◯
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福祉教育推進会議などの地域住民・団体を巻き

辞
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この研究は，順天堂大学学内共同研究（研究代

の福祉教育の実施場面でのかかわりは多くみられ

表牛尾直行，平成19～20年度）の助成金を得て行
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われた．また，千葉県内の社会福祉協議会へのアン

イデアや経験を生かし，あわせて関わる人々の福

ケート調査では，千葉県社会福祉協議会地域福祉部

祉意識の向上や共有をはかる意図よりも，福祉教

地域福祉推進班の鈴木鉄也氏よりご協力いただい

育の実施場面での協力要請レベルでの「連携」に

た．ここに感謝を申し上げます．

とどまっているためと考えられる．

◯

社協は学校福祉教育において重要な役割を担っ
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