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■ はじめに

　和歌山県市町村社協連絡協議会では、役職員相互の交流、研修等を行い、市町村社協活動体制
の強化を図り、地域福祉の発展・向上を目指しています。検討会は市町村社協における各種業務
の諸問題を検討するために開催されるが、「社会福祉協議会における福祉教育のあり方検討会」（以
下「検討会」という。）は、平成 27 年度総会にて必要と認められ、今日に至るまで 2 年間で 10
回開催され、社協が取り組む福祉教育のあり方や視点について整理してきました。
　検討会は、県社協と共催し平成 28 年 7 月 26 日に「福祉教育セミナー」を開催しました。セミ
ナーには和歌山県内の社協職員が集まり、福祉教育についての共通理解を持ち、同じ方向を向い
た、より一層の福祉教育の推進となるよう、講師に日本福祉大学 原田正樹 教授をお招きし、福
祉教育の基本理解から社協が福祉教育を推進する意義や役割についてお話しいただきました。
　本誌は、セミナーにて原田先生にお話しいただいた内容を中心に、検討会メンバーの思いや気
づきなどをまとめました。福祉教育を推進するうえで、ヒントとなれば幸いです。

■平成 28 年度福祉教育セミナー　講師プロフィール

原田　正樹（はらだ　まさき）氏

日本福祉大学教授／日本福祉教育・ボランティア学習
学会会長
長野県出身。社会福祉士／博士（社会福祉学）
明治学院大学卒業後、重度身体障害者療護施設などに
勤務。その後、日本社会事業大学大学院を修了後、日

本社会事業大学などを経て 2004 年より現職。放送大学客員教授。
日本学術会議連携会員、日本社会福祉学会会長、全国社会福祉協議会・全国ボランティ
ア市民活動振興センター運営委員、『月間福祉』編集委員、「広がれボランティアの輪」
連絡会副代表などをつとめる。長野県茅野市、富山県氷見市、三重県伊賀市、愛知県半
田市などの地域福祉や福祉教育実践にかかわる。

主な著書『共に生きること共に学びあうこと』大学図書出版、『地域福祉の基盤づくり』
中央法規、『地域福祉援助をつかむ』有斐閣、『地域福祉から未来へ─ 3.11 に向きあっ
た社協職員』CLC 出版ほか
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■ 平成 27 年度検討会（全 4 回開催）

　平成 27 年度当初の目的は、各々が抱える課題を解決
し「良いプログラムづくりを行うこと」でしたが、検討
を重ねるうちに「福祉教育の概念」を丁寧に整理・共有
する必要があると感じ、社協が福祉教育を実施する意義
や概念を重点的に話し合いました。

第 1 回 日時 : 平成 27 年 7 月 15 日（水）13:30 〜 16:00　場所 : 和歌山ビッグ愛
・「福祉教育」概念の見直し／福祉教育の課題

第 2 回 日時 : 平成 27 年 9 月 11 日（金）13:30 〜 16:00　場所 : 和歌山ビッグ愛
・（第 1 回の）課題の整理・グループ化／私たちの考える「福祉教育」とは

第 3 回 日時 : 平成 27 年 11 月 16 日（月）13:30 〜 16:00　場所 : 和歌山ビッグ愛
・社協ワーカーに求められる力

第 4 回 日時 : 平成 28 年 1 月 27 日（水）13:30 〜 16:00　場所 : 和歌山ビッグ愛
・「福祉教育」の効果／決意表明「明日から私は・・・」

■ 平成 28 年度検討会（全 6 回開催）

　平成 28 年度は、自組織における福祉教育の中長期ビジョンを考えました。その結果、福祉教
育事業を展開する前に、現在の社協事業における福祉教育機能を見直す必要性にたどり着いたた
め、テーマを「福祉教育事業と福祉教育機能」にしぼり検討を重ねました。社協は、地域に暮ら
す人がその人らしい生活を送ることを目的として地域福祉の推進につとめています。そのため、
社協の実践一つひとつには、福祉教育的な特徴があり、それらの福祉教育的機能を考えることが、
各事業を効率的にすすめることが期待されます。

第 1 回 日時 : 平成 28 年 6 月 20 日（月）13:30 〜 16:00　場所 : 和歌山ビッグ愛
・平成 27 年度の振返り／福祉教育セミナーの企画・打合せ

　■福祉教育セミナー開催
日時 : 平成 28 年 7 月 26 日（火）13:00 〜 16:30　場所 : 和歌山市社協

第 2 回 日時 : 平成 28 年 8 月 25 日（木）13:30 〜 16:00　場所 : 和歌山ビッグ愛
・福祉教育セミナーのリフレクション／全国福祉教育セミナーの伝達／ 10 年後考える

第 3 回 日時 : 平成 28 年 9 月 13 日（火）13:30 〜 16:00　場所 : 和歌山ビッグ愛
・福祉教育の中長期ビジョン

第 4 回 日時 : 平成 28 年 10 月 24 日（月）13:30 〜 16:00　場所 : 高野町社協
・中長期ビジョンから見た、今するべきこと／福祉教育機能について

第 5 回 日時 : 平成 28 年 12 月 7 日（水）13:30 〜 16:00　場所 : 有田川町社協
・社協事業における福祉教育機能の具体例検討・伝え方について

第 6 回 日時 : 平成 29 年 1 月 18 日（水）13:30 〜 16:00　場所 : 紀の川市社協
・成果報告冊子作成（グループワーク）／決意表明「明日から私は・・・」
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■ 福祉教育のあゆみ

　福祉教育が成立してきた背景には、「児童の健全育成を意図した取り組み」と「地域福祉の推
進を意図した福祉教育実践」という、ふたつの大きな流れがあります。

◆児童の健全育成を意図した取り組みは、すでに終戦直後から始まっています。当時は人間性の
信頼の回復をめざして、子どもたちに社会事業（今日の社会福祉）を通して教育しようという趣
旨から始まりました。共同募金会による副読本作成や、徳島県での子供民生員制度、大阪市民生
局による副読本作成や神奈川県での社会事業教育実施校制度、日本赤十字による青少年赤十字活
動などが有名です。高度経済成長により都市化・過疎化がすすみ、核家族も増えていきました。
また 1970 年代頃から、「受験戦争」という用語に代表されるような偏差値重視の教育、校内暴力
や家庭内暴力といった問題が顕著化してきました。子どもたちを取り巻く変化のなかで、福祉教
育やボランティア活動が重視されるようになってきます。これらの取り組みが 1977 年の「学童・
生徒のボランティア活動普及事業」（国庫補助事業）開始につながります。この制度によって学
校における本格的な取り組みが全国各地で行われるようになりました。
　2002 年には「総合的な学習の時間」が本格的に導入されるなど、子どもが自ら学び自ら考え
る力などの全人的な「ともに生きる力」の育成をめざし、教科の枠を超えた横断的・総合的な学
習が学校・家庭・地域との連携のもと実施されるようになってきています。

◆地域福祉の推進を意図した福祉教育実践は、1960 年代の後半から始まります。高度経済成長
を背景に地域や家庭の機能が変化していく中で、地域福祉活動を推進していくために住民への啓
発活動が必要になり、具体的な方法論として福祉教育が位置づけられていきます。当時の保健婦

（現・保健師）による地域保健活動や公民館での社会教育活動に影響を受けながら、社会福祉の
分野でも、地域のなかでの教育活動の必要性が高まっていきました。特に、社会福祉協議会はこ
のことを意識して取り組むようになります。
　1993 年には、社会福祉事業法の改正に基づいて「国民の社会福祉に関する活動への参加の促
進を図るための措置に関する基本的な指針」が示されています。このなかでは「幼少期から高齢
期に至るまで生涯を通じた福祉教育・学習の機会を提供していく必要がある」として、その重要
性が位置づけられています。その後、全国社会福祉協議会が中心となって、地域福祉を推進する
ための福祉教育のあり方について研究会を重ね、報告者や事例集などにまとめられ、市町村社会
福祉協議会が中心となって地域福祉推進のための福祉教育を展開してきました。
　こうした実践に対して、1980 年になって「福祉教育研究」が深まっていきます。これまでの
実践が整理されるなかで、考え方や構成要件などについて一定の合意ができてきました。考え方
としても、児童健全育成と地域福祉推進というふたつの流れがまとめられ、福祉教育という領域
が整ってきました。特に子ども・青年の発達のゆがみと福祉教育の有効性、地域福祉の主体形成
と福祉教育の必要性について、実践研究と理論化が進みました。

（※「新福祉教育実践ハンドブック（全国社会福祉協議会）」内、原田正樹著部分より抜粋）
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　　　地域福祉の総合性（社協が実施する意義）

　
在宅福祉が一番大変なのはご近所との関係。認知症のお年寄り、あるいは精神
障害の方、いろいろな方たちが在宅で暮らすときに一番しんどいのは、実は制
度があるかないかよりは、ご近所の方から受け入れてくれているかどうか。

■在宅福祉サービスの構造
　大橋謙策先生は地域福祉とは何かを整理する際に、三角のピラ
ミッド（※右図）を使います。これは在宅福祉サービスの構造を
表しており、一番上がヘルパーやデイサービスといった直接的な
サービスです。一見、この数が多い市町村は在宅福祉サービスが
豊かなように錯覚しますが、それは三角形でいうと頂点の部分に
過ぎず、土台の部分がしっかりしていなければ、三角形はバラン
スを崩して倒れてしまいます。つまり、頂点にある直接サービス
を支えるために、個々人の能力に任せるケアマネジメントではな
く、地域全体としてのケアマネジメントの仕組みが必要です。さ
らに、直接サービスとケアマネジメントの両方を支える土台には、
バリアフリーなどの物理的側面と共に意識的側面、つまり豊かな福祉意識の醸成が必要です。
　ただサービスがあればいいのではなく、マネジメントの問題と、住民の意識を含めたまちづく
りの問題、この三角形がトータルにうまく組み合わさって豊かな在宅福祉ができる。こういった
捉え方が必要です。

　ボランティアや福祉教育に人は割けない、お金はつけられないということで、
どんどんなくしていく社協や自治体が非常に多い訳です。本当は、そうでない、
そこを増やさざるを得ないのであれば、住民にむけての学びや、子ども達との福
祉教育みたいなことも、もっともっと 2025 年にむけて、手厚くやっていかな
ければいけないのにもかかわらず、そこができてない、あるいは、わかっていない。

■在宅福祉サービスのピラミッドを総合的に大きくする
　サービスの量を増やすのであればあるほど、マネジメントやまちづくりも併せて力を入れなけ
ればなりません。ピラミッドの土台となる意識的側面を大きくしていくことが福祉教育であり、
在宅福祉サービスのピラミッドを総合的に大きくするという発想が、これからの地域福祉です。
サービスがあっても、ご近所の理解や支えがなければ地域生活は難しくなります。目に見える数
字だけで評価するのではなく、地域の意識を変えていくこと、豊かにしていくことが、ふだんの
くらしをしあわせにするために必要です。我がまちの地域福祉は総合性をもっているだろうか。
　この問いに社協職員・組織の中でしっかりと向き合い、合意形成をしておかないと福祉教育の
位置づけが見えなくなってしまいます。

直接対人
援助サービス
直接対人
援助サービス

ケアマネジメントケアマネジメント

※大橋謙策「在宅福祉サービスの構造」※大橋謙策「在宅福祉サービスの構造」

環境醸成　物理的側面
意識的側面

環境醸成　物理的側面
意識的側面
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【かつらぎ町社会福祉協議会／社協歴 2年／玉置　敦史】
　検討会に参加して先ず考えさせられたのは、福祉教育=学校ではないと
うことです。どうしても教育となると学校というイメージが強く、そちら
に偏りがちになるのですが、検討会に参加することで福祉教育は子どもか

ら大人まで学ぶことができる生涯学習ではないかと気づきました。
　先ずは検討会に参加し学んだ『気づき』を大切にし、疑似体験や点字、手話の学習会等を
実施して終わりというのではなく、そこに係る子どもや大人が事業実施後に振り返りを行い、
学んだこと・感じたこと等を意見交換し、「これからどうするのか」や「どういう成果があっ
たか」等を皆で考えることが福祉教育につながるのではないかと思い、これから実施してい
きたいと思います。
　そして振り返りのなかで、学びの機会づくりの動機づけや、皆の意見を集約し発信してい
ける社協職員になれるよう日々精進したいと思います。

【有田川町社会福祉協議会／社協歴 4年／谷口　友紀】
　この 2年間の検討会や原田先生のお話から、私自身足りていないと感じ
るものは「場づくり」です。特に社協内での「場」はほとんどないように
思います。事業を振り返る場がなければ、目的や想いを共有する場もない。
担当者任せになっている事業も多く、せっかく地域や資源と繋がって活動

していても、他の職員が知らないという事が多いです。
　いきなり社協内の意識を変えていくことはできませんが、まずは自分の周りから ! と意識
をして話すようにしました。同じ係の中でも改めて話をすると、知らなかった想いや共通し
ている部分を聞くことができ、仕事に対するモチベーションがあがったような気がしました。
少しずつですが、チャレンジしていきたいと思います。
　原田先生や立花先生、検討会メンバーの皆さんの実践など話を聞くことで、勇気づけられ
ることがたくさんありました。ありがとうございました。

【紀の川市社会福祉協議会／社協歴 25 年／辻　　佳秀】
　現在、近所付き合いの希薄化から、多くの福祉問題が山積しています。
しかし一方では、多くのボランティアが大規模な災害を目の当たりにし、
特に若者のボランティアが「誰かのために何か役立つことはないか」との
想いから、ボランティア精神に目覚めた方も多いようです。

　これからの社協は、このように複雑化した生活環境をいかにしてボランティアに結び付け
られるかが重要となってきます。特に福祉教育については、本会が目指す「地域福祉推進」
の基盤づくりにつながっていることから、すぐに成果が出なくても地道な積み重ねにより、
福祉の理解者を地域の中で少しずつ増やしていく事業であることを再認識しました。
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　　　　学校だけじゃない、地域ぐるみ

　福祉教育イコール小学校、中学校という形で、子ども達だけを相手にしている
ようになってしまっている。子ども大事ですよ、学校も大事です、でも、そこの
中だけの福祉教育ではなくて、地域福祉と福祉教育という視点で、それを繋げて
いくか。地域ぐるみの福祉教育、地域福祉をすすめるための福祉教育。そこを広
げていかないと、社協が福祉教育をやる意義が見えなくなってきてしまう。

■住民の主体形成
　「地域福祉は福祉教育ではじまり、福祉教育でおわる」との話にもあったように、地域福祉を
見据えた福祉教育は広報や啓発として福祉に関心をもってもらう所からはじまり、最終的には住
民の主体形成をめざしています。
　地域づくりのための福祉教育をすすめるためには、学校だけでなく、学校も含めた地域全体が

「どうすれば住みよいまちになるか」を一緒に考えられるような「気づき」と「学び」が必要です。
そのためには、地域住民に広く働きかけを行い「自分たちのまちを自分たちでなんとかしていく」
という住民一人一人の主体性を育んでいくことこそ、福祉教育そのものであり、社協がすすめて
いくべき事であるといえます。

　「ここで、ずっと育ってきた人なんだ、ここに生きてきた人なんだから、この
おばあちゃんここにいたっていいじゃないか」「この、障害のある人、ちゃんと
地域で受け止めようよ。」みんなが納得してくれなくても、51% の人が、「ああ、
そうだね。」って言ってくれるような地域づくりを、福祉教育のなかで、どうい
うふうに展開をしていくのか。それをせずして、サービスのしくみだけ、サー
ビスの提供だけで、地域はたぶん変わらないですよ。

■福祉教育で社会的孤立に立ち向かう
　地域というのは、“ともにいきる”という温かい顔と、抑圧したり排除する冷たい顔があるの
が当たり前です。けれど無関心や批判的な人にこそ働きかけていかないと地域は変わりません。
福祉教育は、一人でも多くの方に福祉について考えられるきっかけや学びの場を地域でしっかり
作り、意識化させることで、多様性を受け入れ、共に生きていこうという住民を増やしていく事
を最終目標にしています。

2
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【和歌山市社会福祉協議会／社協歴 8年／三木　景子】
　事業計画の課題の中に「福祉教育の推進」というのがあり、モデル校や
体験教室といった、福祉教育イコール学校という形で進めていました。
　しかし、検討会に参加していく中で、子ども達が地域に戻った時に、住

みやすい地域でなければ、学校で福祉について勉強をしても、子ども達には何も伝わらない
のではないか、地域を土台に福祉教育をしなければいけないのだと思うようになりました。
　子ども達、高齢者や障害者、そして地域住民が安心して暮らしていける、困ったときは助
け合える環境づくり、地域づくりを、学校だけでなく、地域だけでなく、みんなが一つになっ
て取り組んでいかなくては、一人でも無関心な人がいては、「自分たちのすばらしい地域」
にはならないと思います。
　社協が、福祉教育を推進していくには、福祉に関心のある地域だけでなく、無関心な地域
へこそ積極的に働きかけていかなければ、何も変わらないままだと思います。
　そのためには、地域のさまざまな問題を把握し、社協の担当者だけが福祉教育をするので
はなく、全職員が連携しながら一緒に考えていかなくてはならないと思います。

【海南市社会福祉協議会／社協歴 4年／村木　理恵】
　約 3年前福祉教育事業を立ち上げた当時から、実施先として多いのはや
はり学校、そして擬似体験。どうすれば、学校を含め地域全体へ働きかけ
る事ができるのかを模索しながら進めてきました。

　今回の業務課題検討会で、学校を対象にするのはとても大切ですが、地域づくりにつながっ
てこそ、社協が行う意味があるのだと再確認する事ができました。
　検討会メンバーやセミナーでの話に背中を押され、今年度はじめて地域全体を対象にした
福祉教育を、地域の方と一緒に取り組むことになりました。地域の方と何度も話し合い「何
気ない事でも助け合える地域をつくるためにはまずお互いを知りあう事から」という事で、
障害者のグループホーム、ふれあい・いきいきサロン、自治会が合同でクリスマス会を開催
する事に。今まで主に学校（子ども）を対象としてきた福祉教育が、少しずつ地域へと広がっ
てきています。また、今回福祉サービス利用援助事業の担当者とも共同で企画した事で、社
協内でも連携を取りながら実践するきっかけになりました。多様な人と同じ場を共有し、話
をしたり一緒に楽しんだりする中で、疑似体験では得られない学びがお互いにあり、そして
地域の意識が変わっていく一歩になるのだと実感しました。
　「自分たちのまちやから、みんなで暮らしやすいまちにしたい」と主体的に一緒に考えて
くれる人をどうやって増やしていくか。そのために福祉教育はひとつの切り口、方法であり、
そして社協全体の目指すべき大きな方向を示してくれるものだと感じています。
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　　 　疑似体験からの脱却、ICF の視点

　ただやればいいということではありません。貧困的な福祉感をわざわざ、授業
をつかって、再生産してしまう。そういう危険性、リスクも、あるということも、
ちゃんと踏まえておかないといけないということが言われてきたわけです。

■目的やねらいの明確化
　2002 年に学習指導要領で「総合的な学習の時間」が正式に位置づけられ、全国の小・中・高
等学校で福祉が一気に広がり、アンケート結果からは「疑似体験」「施設訪問」「手話・点字」が
三大プログラムとして実践されるようになりました。この三つをやってはいけない、ということ
ではありません。何を子どもに伝えたいと主催者側は思っているのか。「日常生活動作がこんな
に不便になるのだから、あなたたち若い元気な子どもは、お年寄りを見たら席を譲りなさいよ。」

「お年寄りに優しくしなさい。」と言われれば、子どもは席を譲るようになるかもしれません。し
かし、疑似体験のみを通じて「老い・障害」というものに対して肯定的なイメージは持ちません。
　例えば「このおじいちゃんやおばあちゃんが 80 年どう生きてきたのだろう。」「人間が 100 年
も生きるってすごいな。」そこに子ども達なりに思いを馳せることで、「尊厳」というものが生ま
れます。主催者側は、その老いるということに尊厳がもてるようなプログラムをどうつくってい
くのかがとても大きなテーマとなります。

　多くの場合は、去年度の踏襲という理由で、なんの目的もねらいも深まって
ないことの方が多いです。そこを社協が「目的や狙い」にあわせたプログラム
を選択したり、創り出すというところが、「福祉教育の専門性」だと思います。
そこを、社協ワーカーが、そういう専門性を守っていただいて、学校に提案で
きるということが大事じゃないかなと思います。

■福祉教育実践の新潮流（ICF）
　ICF というのは 2001 年に WHO が採択した考
え方です。1980 年に採択された ICIDH という
障害のとらえ方とは異なる、大きな特徴が二つ
あり①何が出来ないかではなく、何ができるか
という「ストレングス（強み）」に着目した点と、
②障害というものが、その人がどういう「環境」
に暮らしているかによって、生活のしづらさが
変わってくること。これらの「ストレングス」
と「環境因子」に着目したのが ICF の考え方です。当事者の方の説明や、話しの中から、子ど
も達の意識は大きく変わっていきます。障害、高齢者理解ではとどまらず、生活という部分に触
れることで、その人の背景を理解できます。「大変そうだからお手伝いしてあげる」のと、背景
を想像することができ、「自分で納得して自然にお手伝いできる」のとでは大きな違いがあります。

健康状態健康状態

ICFの概念図ICFの概念図

生活機能生活機能

病気、けが、妊娠、高齢、ストレスなど病気、けが、妊娠、高齢、ストレスなど

活　動活　動
〈生活レベル〉〈生活レベル〉

生活歩行、家事、仕事などの生活行為生活歩行、家事、仕事などの生活行為

心身機能心身機能
〈生命レベル〉〈生命レベル〉

心と体の働き、体の部分など心と体の働き、体の部分など

環境因子環境因子
建物、福祉用具、介護者、

社会制度など
建物、福祉用具、介護者、

社会制度など

個人因子個人因子
年齢、性別、ライフスタイル、

価値観など
年齢、性別、ライフスタイル、

価値観など

参　加参　加
〈人生レベル〉〈人生レベル〉

仕事、家庭内役割、地域社会参加など仕事、家庭内役割、地域社会参加など
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【高野町社会福祉協議会／社協歴 2年／岡本　英希】
　現在の職場に入職 1年目に福祉教育検討会に参加させていただき多くの
事を先輩職員から学びました。入職当初、私は福祉教育の担当で高野町内
の小・中学校の子ども達を対象に車イス体験やアイマスク体験等といった

疑似体験学習を実施していたのですが、実施していく中でプログラム内容や指導方法等に自
信がなく不安や悩みが尽きませんでした。この検討会メンバーには、福祉教育に携わる様々
な年代の方達が参加しています。福祉教育に取り組んでいる中での悩みを相談し、的確な助
言や指導をしていただいたお陰で、今は自信を持って子ども達へ指導しています。疑似体験
学習からの脱却を目標に、他の事業と関連させた様々な福祉教育を実施できるように、日々
の業務に取り組みたいと考えています。

【和歌山県社会福祉協議会／社協歴 3年／岩﨑　有吾】
　「個人因子」だけではなく「環境因子」を考えないと生活のしづらさは
見えてこない。障害は、個人の機能障害からくるものだけではなく、どう
いう環境にあるかによって左右される。そういった ICFの視点を学び、住
民の理解や協力での環境整備は福祉のまちづくり団体である社協の役割で

あると感じました。また、学校を切り口とした福祉教育においては、限られた時間でのプロ
グラムをお願いされることがほとんどではありますが、いきなりは難しくても、少しずつ関
係を築き、社協の想いを伝えていくことが必要であり、そこには社協側からのアプローチが
必須と感じます。県社協としても広域の役割として、福祉教育で協力し合えるネットワーク
を広げていきたいと思います。

【紀の川市社会福祉協議会／社協歴 18 年／仲河　建志】
　原田先生・立花先生の考えやあり方検討会での話し合いは、疑似体験に
疑問を持ちつつもなかなか明確な伝えたいことを持てなかった自分にとっ
てヒントをいただける有意義なものとなりました。過去の福祉教育から本

来あるべき福祉教育へ変えていく、そのキーワードに「尊厳」と「ICF視点の導入」が重要で、
福祉教育の現場で取り入れていくには小中学校の先生方と十分話し合うことから始める必要
があると感じました。職員間で十分話し合い伝えたいことを共有した上で社協のネットワー
クを活用し、逆算でプログラムを作成してくようにしたいと思います。その中でストレング
スや普段の生活を生の声を通じて伝えていければと思います。今後も小中学校での福祉教育
に少しでも関わることで、未来への種を蒔いてより住みやすい街になるよう努力していきた
いと思います。
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　　 　福祉教育事業と福祉教育機能

　社協のみなさんには、福祉教育だけではなくて、これからは教育福祉という
ところも念頭に置いていただきたい。自立の捉え方みたいなものが動いている
ということを知っておいてほしい。福祉教育の原理の中で「自立」とは何かと
いう問いが実は「価値」として非常に大事になります。

■“お互い様”大切な関係を広げる
　3.11 の時に受援力という言葉がしきりに言われました。これは、支える・支えられるという一
方的な関係や自己実現ではなく、本人の内面から沸き起こる意欲や思いを主役に大事にしつつ、
お互いに向き合って生きていくという考え方から成り立ちます。また、大人の後ろ姿を見せるこ
とがなによりの福祉の学びともいわれます。このように福祉教育とは呼ばずとも、共に生きるこ
とを本気でやっていくにはどうしたらいいのかをみんなで一緒に考え、「お互い様」という自立
感や「人間関係・社会関係」を地域にどう作っていくか、その『価値をつくる』ということを大
事にするのがひとつの福祉教育です。

　福祉教育の機能というものを社協は忘れてはいけないでしょう。福祉教育の
目的でやるわけではなく、福祉教育事業の担当者だけが福祉教育をするのでも
なく、社協が行う地域福祉の事業は、少し切り口を変えたり、方向性がどんな
場面でも住民の人の学びや気づきの場面になります。

■どんな事業も福祉教育機能を持つ
　例えば「サロン活動」に地域の人たちが集い、内容を振り返り、活動方針や学びということを
しっかり意識化していく、これはまさに福祉の学びであり、より良い地域のつながりも確認でき、
福祉教育そのものになるのです。ただし、サロンが目的であって、福祉教育のためにサロンをや
っているわけではないので福祉教育の事業にはならない。でも、サロン活動の中にはたくさんの
学びや気づきがあり、ワーカー等関係者がしっかりとその学びの機会を作り意識化させていくこ
とで教育や学習になっていきます。「地域福祉計画や活動計画」なども同様です、福祉教育事業
にはあてはまりませんが、計画を作って終わりではなくリフレクションを丁寧にする、そこに「自
分が住む町（郷土）のことを、知る・考えることができた」など計画を作るプロセスの中に「学
びや気づき」を意識化して、一つひとつ確認していけば、それは福祉教育の機能になります。
　このように、社協職員みんなが、いろいろな場面で『福祉教育機能を意識』すれば、いろんな
事業をやっていく中で住民の学びや気づきが深まっていくのです。
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【紀の川市社会福祉協議会／社協歴 2年／田村　成吾】
　以前は、福祉教育と考えると児童・生徒に対する「車椅子体験・疑似体験」と思っ
ていた。技術を伝え、お年寄りや目の見えない人を見つけたら助けてあげよう…そ
れが福祉教育だと考えていた。しかし、検討会に参加して、福祉教育とは決して、

学校ばかりが対象ではなく、共に生きる・共に暮らすすべての人の福祉の学びであるものとわかった。
　また、福祉教育機能についてはどの社協事業においても作用するもので、例えば、体験学習に参加し
てもらい感想文を書いてもらって終わりではなく、集った人たち、参加者や関わった人たち、また職員
間においても、丁寧に振り返りを行い「気づき」「学び」といった心の変化や育みを大切にしていく。
このことを意識することで、地域が、そして自分自身も成長できることがわかった。今後、いろんな事
業を担当していく中で、市民の学びや気づきを大切にしていく、と同時に学習の場へ積極的に参加し成
長していきたいと思う。

【田辺市社会福祉協議会／社協歴 22 年／西﨑　博樹】
　田辺市社協の福祉教育事業としては、各学校との関わりもできてきており、ある
一定の成果は上げられている。今後の課題としては、地域ぐるみの福祉教育、地域
福祉を進めていくための福祉教育が課題と感じた。また、福祉教育機能という点で
も、学校だけに行うことだけが福祉教育ではなく、社協が行っている各事業が福祉

教育であり、地域福祉事業であるということが、今回の検討会で再認識することができた。本当に福祉
教育というのは、地域福祉の根っこになる部分であり、社協が大事にしていかなければいけない事業で
ある。言い方を変えれば、福祉教育を推進していけば、おのずと地域福祉に繋がっていき、より良い地
域に繋がる。福祉教育の重要性をもっと役員を含む社協職員が自覚し、様々な事業にも繋がっているこ
とを認識することが大事である。地域福祉とは、福祉教育で始まり福祉教育で終わると原田先生が言わ
れた言葉でもわかるように地域福祉を推進していくには福祉教育は必須であり、なくてはならない事業
である。そのためには、今回の検討会で得た学びを各職員にも伝えていき、オール社協で取り組んでい
きたいと強く感じた。

【和歌山県社会福祉協議会／社協歴 12 年／南出　　考】
　福祉教育的機能は「防災学習」にもふんだんに織り込まれていて、「災害時にも強
いまちづくり、パートナーシップの促進」というボランティアセンターの取組から福
祉教育を開拓していくことの確信を持つことができた。同時に、県社協は、組織自ら
がいかに当事者性を持つことができるか、尚且つ組織全体で福祉教育を推進している

という意識や何らかの形で実践しているということを分かち合う必要があることも見えてきた。担当者と
して振り返れば、はたして自分自身は福祉を学びあうことの大切さの具現化に、どれくらいの熱や愛を注
いでいるだろうかという本気度や福祉観が問われていると感じた。これからも、普段の何れの事業におい
ても、万一の災害においても、多様な主体の参画・連携が重要であるからこそ、誰をも支援の対象とは決
めつけることなく、誰もが本来持っている力を活かせるようなコーディネーションを心がけ、「一人ひと
りの幸せにつながる事業」と「災害時にも助けあえる関係」がふるさとに広がるよう努力しようと思う。
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　　 　学びの場の重要性

　何度も何度も繰り返して、それも、講演会だけでなくて、あるいは一方的に
話を聞くだけでなく、今風に言えば、ワークショップをやったり参加型の学習
の場面をつくったりいろんなことをやりながら、一人ひとりの意識や行動を変
えていく。

■どんな小さな場でも、すぐに学びの場に変える !
　教育や学習を通さないと、人々の意識や生活、行動は変わりません。二時間の講演を聞いたか
らといって変わるわけではないのです。繰り返し繰り返し、学習や教育をして、初めて人は変わ
っていくものです。だから、社協職員は、学びを常態的に、意識しながら丁寧に作り上げていく
ことが必要です。職員自身も周りの方に対しても“気がついたら学んでいた”いう感覚になれる
ような意識や介入が必要です。普段のそういった姿勢がよい実践に移っていくでしょう。
　対学校を考えると、地域福祉を実践する理念つまり社協の理念は、学校教育が実践する理念と
非常に似ているものです。学校現場は本当に忙しいですが、社協の方から学校へ飛び込んでいき、
社協の理念をまずは伝え、その上で同じ価値観で子どもたちに伝えたいこと、気づきたい価値を
話し合う場が必要です。決して体験学習をしましょうなんてことを伝えるのではなく、社協職員
はソーシャルワークをする、学校との接点を通して地域の課題を発見する場をもつのだという自
覚が必要です。こういった姿勢は、社協内や学校だけでなく、他団体に対しても同じことです。

　福祉に対して理解や関心ある関係者ばかり集めてイベントやったり、関係者
ばかり集めてネットワークをつくろうとしていないだろうか。
　実は本当は社協が挑むべき相手は、関心や意識の高い住民ではなくて、無関
心や批判的な人にこそ社協は、もっと食い込んでいかないと地域は変わらない。

■住民ひとり一人の主体性を育んでいくこと
　住民は、ほうっておいても主体となってくれるわけではありません、また、地域は、共に生き
る優しくて温かい顔と抑圧したり排除する冷たい顔といった二つの顔のぶつかり合いが在りま
す。そこで社協は、住民が主体となった「福祉のまちづくり」をどのように進めて行くのか。関
心や意識の高い住民だけではなくて、無関心や批判的な人に対しての働きかけに挑む意識を持た
なければ、地域は変わりません。「自分たちの町を自分たちで。」という考えを抱けるように、お
一人お一人の『主体性を育んでいく』ことこそが福祉教育が歩む道であり、社協が大事にしてい
かなければいけないことなのです。福祉教育事業をどう展開するかだけが社協の福祉教育ではな
く、住民や参加者の学びや気づきを意識化して、確認していくことが福祉教育の機能になること
をすべての社協職員が意識しなければなりません。
　学びの場は、失敗を恐れずに意見を言える場であり、これまでの振り返りや評価につながる場
です。そして、たくさんの人が関わってつくることで新たな発見や流れをつくることが出来る場
でもあります。そうして学ぶことこそが福祉教育なのです。

5
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【和歌山市社会福祉協議会／社協歴 8年／岩橋　智秀】
　人は死ぬまで勉強。学ぶ、学び続けることは人として、とても大切なこ
とです。物事の本質を知り、また歴史を知り、経過を知ることは、人とし
ての幅を大きくしてくれると思います。

　知識の蓄積は、行動力の源となります。知識の蓄積、技術の向上は生きていくうえで必要
なことだと考えます。ただその前に、何事にも興味を持ち、観察するなど、自分の中での意
識付けが必要になると思います。人は一人では限界があり、やはり仲間が必要で、同じ想い・
同じ方向を向いた仲間がいればもっと強くもなり、もっと優しくもなると考えます。この仲
間をどれだけつくれるか、どれだけ見つけられるかが鍵となり、それが人の輪の基礎となる
と考えます。仲間ができれば自然と仲間同士が集まり、そこで話が盛り上がります。話が盛
り上がれば、意識が上がります、行動力が上がります。
　だから、この仲間をつくり、増やしていくための場所、それからきっかけが必要となるの
ではないかと考えます。
　同じ想い・同じ方向を向くためにも、場所と材料を提供し、共に学び歩んでいくことが重
要で、そんな場所が多ければ多いほど、そのチャンスが広がると思います。今後は社協マン
として、このような機会を増やせるよう努力したいと思います。そのためにも、地域の中に、
学校に、教育委員会にどんどん入っていきたいと思います。

【有田市社会福祉協議会／社協歴 17 年／宮本　朋子】
　私は、去年からこの検討会に参加しています。社協歴は 17 年目でも、
福祉教育に携わるようになってまだ 4年目です。地域福祉活動計画の策定
がきっかけとなり、福祉教育を通して社協という組織を考えるようになり
ました。刻々と変わっていく社会情勢や住民の生き方に対して、私たち社

協職員も寄り添い、変わっていく必要があります。そのために必要なことは「気づき」と「学
び」であること、福祉教育が地域福祉の土台であることを、この検討会に参加して改めて感
じました。
　私にとってこの検討会で得た最大の成果は、共に考え、悩み、生み出すことができる県市
町村社協ワーカーたちとの出会いです。平成 28年 8月に
は「わかやま社協ワーカー自主勉強会」をその仲間たちと
立上げ、2か月に一度のペースで勉強会を重ねています。
自組織の中だけにいては見えてこないもの、他組織（これ
には社協以外の組織も含まれます）から教えてもらえるこ
とは多くあります。自主勉強会でも「福祉教育機能」を常
に意識し、お互いが成長していけるようにしかけをつくっ
ています。この冊子を読んでくださった方も、ぜひ、仲間
になっていただければと思います。

「初回勉強会に参加した皆さんと」
H28.8.21 於 : 海南市
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結びに 〜業務課題検討会から見えたもの〜

　　結びに、座長としての役割をいただきましたのでこの 2 年間の想いをまとめさせていただき
ます。私たちは 10 回という検討会を重ね、何に悩んでいるのか、どこが分からないのかといっ
たことを何度も何度も話し合いました。今年度は日本福祉大学の原田正樹先生をお招きしてセミ
ナーを開催する貴重な機会をいただきました。また、それにあたっては元岬町社協事務局長の立
花直樹さんも登壇してくださり、検討会にも２回出席していただきました。ここで改めてお二人
に御礼申し上げます、本当にありがとうございました。
　福祉教育＝学校教育、この図式は福祉教育担当者でさえも持っていたものです。検討会での学
びを通して、私たちはそれが間違いであること、地域ぐるみの福祉教育を展開していくことが住
民主体を育むことだと分かりました。そしてそのためには、まず、一人ひとりの社協職員自身が
思いをもち、仲間と議論し合意形成しておく必要があることも分かりました。社協とは何か、社
協の理念は何かを自信をもって即答できる職員がいったいどれだけいるでしょうか。私たち検討
会メンバーは現段階ではそれは難しいと感じています。地域に対して福祉教育を展開していくた
めには、私たちが明確な理念やビジョンをもっておかなければなりません。また、それは経営事
業の職員であっても同じことです。10 年後の自分のまちはどうあってほしいのか、20 年後はど
うか。そういった思いをもって初めて、住民や行政、企業の方などと意見を交わし、同じ目標に
向かって進んでいくことが出来るのではないでしょうか。
　検討を重ねた結果たどり着いた今年度の一つの答えは、「学びの場」が必要だということです。
福祉教育の検討会と言えば、授業マニュアルや学校との連携の仕方などを議題にしていると思わ
れるかも知れません。しかし、私たちは福祉教育の本質を理解しなければ議論は深まらないこと
に気づきました。私たち検討会メンバーがお互いに意見を交わし、教え合いしたことそのものが
学びの場、福祉教育の場であったと思います。現在の社協職員は、ほとんどがいくつもの業務を
兼務し、日々目の前の業務をこなすことに必死です。そして、その傾向は今後ますます強くなる
だろうと感じます。大事なことを確認し合わずに進めてしまうことの怖さ、手段であることが目
的となってしまう事業の危うさ、そんなことを繰り返すのはもうやめたい、そう感じました。
　原田先生の基調講演では、福祉教育は価値をつくっていくことだと教わりました。そのために
は、意見を交わすこと、同じ体験を重ねることが必要です。地域福祉を推進する団体と法律に明
記されている社協、そこで働く私たち社協職員は専門性をもたなければなりません。それは、地
域への責任だと思います。まずは、私たち社協職員が学ぶ姿勢や環境を整えること、そしてそれ
を常に意識して業務にあたること。それができれば、自然とつながりが生まれてきます。
　未熟な私が座長を拝命し、メンバーの皆さんが私を助けようと意見を出してくださり、役割分
担をしてくださいました。皆さんと議論できたことで福祉教育はすべての社協事業、地域福祉の
土台であるという共通認識を得ました。これから、この学びが社協職員の主体的な動きとなって
見えてくることを信じています。この冊子の題名に込めたメンバーの想いを感じていただけたで
しょうか？「私たちは協議会でありたい」のです。地域に向かう前にまずは職員同士が議論を深
められる環境づくりを意識していきたいです。
　最後になりましたが、県社協事務局及び検討会メンバーの皆さまに感謝申し上げ、次への 1 歩
をそれぞれ踏み出します。　　　　　　　　　　 平成 28 年度　座長　有田市社協　宮本　朋子
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■平成 28 年度「社会福祉協議会における福祉教育」検討会メンバー

和歌山市社会福祉協議会  岩橋　智秀 地域福祉推進室班長

和歌山市社会福祉協議会  三木　景子 地域福祉推進室事務員

海南市社会福祉協議会  村木　理恵 地域福祉係　主事

紀の川市社会福祉協議会 辻　　佳秀 地域福祉課　課長補佐

紀の川市社会福祉協議会  仲河　建志 地域福祉課　課長補佐

紀の川市社会福祉協議会  田村　成吾 地域福祉課　主事

有田市社会福祉協議会 宮本　朋子 < 座長 > 上席主任

田辺市社会福祉協議会  西﨑　博樹 地域福祉課　主任

かつらぎ町社会福祉協議会  玉置　敦史 地域係

高野町社会福祉協議会  岡本　英希 福祉活動専門員

有田川町社会福祉協議会  谷口　友紀 地域福祉課　地域支援主事

和歌山県社会福祉協議会  南出　　考 地域福祉部　主査

和歌山県社会福祉協議会  岩﨑　有吾 地域福祉部　主事

■オブザーバー

和歌山市立西脇小学校  立花　直樹 特別支援教育支援員

1

明日から私は・・・
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■プログラム編
一度きりの体験教室で終わっている／魅力のあるプログラム作り／感想を見ると貧困的な福祉観
の再生産になってしまっている／学校における福祉教育をいかに日常の中に取り入れていくか／
効果の尺度、見せ方／地域住民を対象とした取り組み／若年層の福祉への関心を高める啓発／マ
ンネリ化

■社協組織編
協働のあり方／福祉教育事業が無い／社協職員間で授業が出来る職員と出来ない職員が出てきて
統一性、客観性が保たれない／担当職員以外の関心が無い／福祉教育 = 学校という意識が強い

■対象（学校）編
教育現場との温度差を感じる／学校から丸投げになっている／学校へのアプローチ不足／福祉教
育の“ねらい”を上手く学校側に伝えられていない

【車椅子：22 社協、疑似体験セット：12 社協、アイマスクセット：5 社協、その他：点字機・車
椅子用スロープ、片麻痺疑似体験セット、車椅子用体験セット】

福祉教育について

30市町村に聞きました!
（※平成28年度市町村社会福祉協議会における「福祉教育」に関する調査より：回答数27社協）

①学校における福祉教育を実施している

②ボランティア協力校の指定をしている

③地域における福祉教育を実施している

④福祉教育事業プログラムがある

⑤貸出をおこなっている

⑥こんな課題・問題意識をもっています

93%
56%
37%
52%
81%

93%
56%
37%
52%
81%

（25社協）

（15社協）

（10社協）

（14社協）

（22社協）



■集計結果から担当者の考察
　「福祉教育のあゆみ（P.2）」でも触れているとおり、1977 年から始まった「学童・生徒の
ボランティア活動普及事業」の「ボランティア協力校」により、福祉教育=学校というイメー
ジが社協の中で定着しました。アンケートからも、ほとんどの社協が学校とのつながりを持っ
ていることがわかります。
　ここで重要となることは「なぜ学校で実施するか」を意識することです。学校は地域福祉
の推進のための一つの切り口と捉えるとともに、生きづらさを抱える子ども、親・子どもの
貧困、不登校など地域課題が集まる場所でもあります。そういったところに社協ワーカーが
積極的に関わることはごく当然ともいえますし、学校がその課題を地域の方々と一緒に解決
していきたいと考えているのであれば、福祉教育で学校と地域をつなぐ事ができるのではな
いでしょうか。
　学校の教育理念を知り、社協の理念とすり合わせていく中で、学校を単体ではなく地域の
中のひとつとして捉え、共に地域課題に立ち向かっていくことが求められます。

　また、学校での実施の 89%に対し、地域での実施は 37%となっています。実施している
内訳は「疑似体験、子育て世代の母親を対象とした講義、高齢者サロンアドバーザー養成講
座、地域コーディネーター養成講座、福祉教育講演会、認知症サポーター養成講座、地域見
直しのワークショップ」などとなっています。
　この数字は、単に地域での取組を行っていないのではなく、福祉教育の一環であると意識
し、実施しているかどうかの違いであると考えます。「（4）福祉教育事業と福祉教育機能」
で述べたとおり、社協の事業は地域福祉の推進を目的として実施しているため、そのほとん
どの事業には福祉教育的機能が備わっています。その部分を意識化することが「社協の専門
性」であり、組織内で相互共有がされることで各事業を効率的・効果的にすすめることが期
待されます。

〜タイトル「協議会でありたい」に込めた想い〜
語らうことで　思いはつながり

私たちのまちを変える1歩になります

語らおう　学ぼう

私たち社会福祉協議会が協議会であるために

ひとりボッチじゃないですか？




