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― 社会関係資本としての生涯学習活動 ―

４．ユニバーサルツーリズムに関する情報発信の現状と課題について
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放課後等デイサービス事業の報酬改定に基づく
制度見直しの変遷と今後の展望について
秋山 篤

東原 文子

要旨
養護学校の義務制（1979）の実施，学校５日制の一部施行（1992）に伴い，学齢児が学
校終了後に利用する施設が必要になり国の補助事業が展開された。支援費制度（2003）の
もと「児童デイサービス」が国の事業として始まった。事業内容は療育だけでなく，障害
児の学童保育的役割，余暇活動の充実など様々であった。障害者自立支援法・児童福祉法
の改正（2012）により創設された「放課後等デイサービス」は，当初から事業主数が急激
に増えるとともにサービス内容や児童虐待，不正請求の問題などが社会問題となった。そ
のため，厚生労働省は「放課後等デイサービスガイドラインについて（報告書）
」
（2015.4）
を作成して，
「共生社会に向けた後方支援の役割」を事業所に求め，サービス内容を規定し
て「質の高いサービス」確保を求める指針を出した。このガイドラインの内容を実現する
ために，報酬改訂による加算減算額の変更や報酬体系の見直しにより事業所をコントロー
ルする政策手段とした。しかしながら，現状を大幅に変えることはできなかった。理由と
して，国の規制緩和によって「競争によるサービスの向上」を目指した結果，営利目的に
よる安易な開業による悪質サービスにつながってしまったことにある。今後，放課後等デ
イサービス事業がどのように「共生社会に向けた後方支援の役割」を果たしていくのか，
近々改訂となる「放課後等デイサービスガイドライン」の改定や報酬改定による抜本的制
度改革が必要である。

１

研究の背景と目的

放課後等デイサービス事業は，児童福祉法改正（2012）
により創設された。当初は，10 名程度の小規模な運営，設
置場所，
職員の資格要件などが緩和されていたこともあり，
急激な事業所の増加により，社会的な注目を集めることに
なった。2019 年度の費用額は約 3,287 億円であり，障害福
祉サービス等全体の総費用額の 12.0％，障害児支援全体の
総費用額の 68.4% を占めており，総費用額，利用児童数，
１）
請求事業所数とも大幅な増加を続けている（図１）
。この

図1
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費用額，利用者数，事業所数の推移
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実態は，単なる数の増加問題だけではなかった。特に営利

るに至らない地域に障害のある乳幼児が通える場所をつく

法人の事業所や新規開業の事業所においては，専門的な療

ることを目的とした。この事業は「障害児通園（デイサー

育とは言い難いサービスの内容，事故，けが，虐待，公費

ビス）事業」
（1998）と名称変更され，養護学校の義務制

の不正請求など様々な問題が発生し，マスコミでも取りざ

（1979）の実施，学校５日制の一部施行（1992）に伴い，学

たされるようになっていった。一方では，国の「国連・障

齢児が学校終了後に利用するために児童の対象年齢を 12

害者の権利に関する条約」批准により，国の障害児に対す

歳までとした２）。学齢時の療育内容としては，日常生活に

る施策が進められ，放課後等デイサービス事業においても

おける基本的動作の指導及び集団生活への適応の訓練を行

インクルーシブ社会実現のための役割が担わされた。この

うものであった。

ような諸問題を解決するために , ３年に１回の障害福祉

2000 年に「社会福祉の増進のための社会福祉事業等の一

サービス全体の報酬改定の中で，放課後等デイサービス事

部を改正する法律」の成立により，障害者福祉事業も介護

業は，独自の項目を含みながらの報酬改定がなされていっ

保険制度と同様に民間事業所が参入できるようになった。

た。泉（2019）は，放課後等デイサービス事業の報酬改定

参入に当たっては，支援費制度（2003）が導入され，利用

を概観し，報酬改定による「質の高いサービス」が療育や

者本位の契約によるサービス利用となった。
「障害児通園

訓練の提供」という画一的な支援内容につながり，子ども

（デイサービス）事業」は，
名称を「児童デイサービス」と

の「遊び」や「余暇」などを保障する放課後等デイサービ

改められ，国の補助事業から国の事業となった。10 名程度

スの多様性が失われないように，放課後等デイサービスの

の小規模な定員から運営でき，提供場所や職員の資格要件

支援内容の再構築・再評価を行うことが重要であると述べ

の縛りも少ないという事業所指定基準のハードルの低さか

ている。中西ら（2020）は，事業所のインクルーシブな取

ら，これまで障害者福祉と関係がなかった高齢者福祉事業

り組みについてアンケート調査を行い，インクルージブな

所や学習塾，カルチャークラブなどといった新たな事業体

取り組みに対して必要性や課題についても消極的である事

による参入を活性化させ，事業者数は飛躍的に増加するこ

業所が多いと述べている。また，報酬改定によって経営が

とになった。
「児童デイサービス」は，
療育や育成という観

厳しい事業所では障害児同士の限られた場になり地域社会

点が軽んじられたのではないかという批判があったが，障

から遠のいてしまう恐れがあり，教育，福祉の関係機関が

害者自立支援法の理念に基づいた「地域での生活支援」と

インクルーシブの視点から段階的に充実できるように支援

いう新しい観点が加わったことで，各地でユニークな放課

していく必要性があると述べている。
この研究においては，

後等の活動支援にもつながった３）。一方で，障害児の放課

報酬改定の変遷については含まれていない。

後活動の保障と父母の就労や社会参加の保障という２つの

放課後等デイサービス事業の報酬改定の変遷ついて研究

課題を統合した地方自治体独自の取り組みである「障害児

は，泉の論文以外ほとんどなく，この視点からの研究が求

４）
のタイムケア事業」
が 2005 年から始められ，
「放課後等

められている。

デイサービス」の原型となったが，後述の「児童デイサー

本研究は，放課後等デイサービス事業創設の経緯から現

ビスⅡ型」に吸収された。

在まで３回の報酬改定の変遷について，報酬改定の算定基

障害者自立支援法（2005）の成立により，身体障害者，

準を改訂時の社会的背景に基づいて分析するとともに，現

知的障害者，精神障害者（発達障害を含む）の３障害を一

状について課題を明らかにして放課後等デイサービスの今

元化し，施設や事業の体系が再編された。支援の費用を支

後の展望を試みるものである。

給するに当たっては，
「障害程度区分」による支給プロセス
をルール化し，介護保険法と同様，
「受給申請と受給者証」

２

障害児通園事業の変遷

「契約と出来高払い」
「応益負担」となった。一部施行され
社会福祉法）
」により

た障害者自立支援法（2006）では，サービス提供主体を市

公共的な性格と民間的な性格をあわせもった「社会福祉法

町村とし，障害種別に関わらず福祉サービスを提供する一

人」が社会福祉事業を提供することになった。児童福祉法

元化などを行った。障害のある子どもの放課後対策として

改正（1957）により「精神薄弱児（知的障害児）通園施設」

も活用されていた児童デイサービスは，障害者自立支援法

創設がされた後，各障害別の通園施設が制度化されていっ

において，
その目的や対象児によって２種類に分けられた。

た。1972 年には「心身障害児通園事業」
（厚生省通知）が

利用児の７割以上が乳幼児で，障害のある就学前の子ども

始まり，児童福祉法に定められた障害児通園施設を設置す

に対しての療育を目的とする「児童デイサービスⅠ型」と，

1951 年に「社会福祉事業法（現

̶2̶
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利用児の３割以上が学齢児で，
障害のある就学した 18 歳ま

「児童デイサービス」報酬改訂（2009）では，
良質な人材

での子どもの預かりを目的とする児童デイサービスⅡ型に

の確保，サービス提供事業者の経営基盤の安定，サービス

５）

分けられた 。
「児童デイサービスⅡ型」については，厚生

の質の向上などを目的として，報酬単価改定が行われ，報

労働省の「障害児支援の見直しに関する検討会」の報告書

酬単価が引き上げられた。児童デイサービスは従来の加算

（2008）において，
「単なる居場所としてだけではなく，子

に加えて，
新たに「指導員加配加算」
「福祉専門職員配置等

どもの発達に必要な訓練や指導など療育的な事業を実施す

加算」
，児童の欠席時の保障として「欠席時対応加算」
，医

るものについては，放課後型のデイサービス

として新た

療機関等の連携により看護職員が事業所を訪問して看護を

な枠組みで事業を実施していくことを検討していくべきで

行った場合や看護職員等にたん吸引等に関わる指導を行っ

ある。
」と方向性が示された。
「障害者自立支援法改正」

た場合等の「医療連携体制加算」が加えられた。児童デイ

（2012.4）において，発達障害が障害者自立支援法の対象に
なることが明確化されるとともに，
「障害児支援の強化」と

サービスⅡ型については新規指定が認められた 7）。

（２）2012 年度報酬改定

して，障害種別等で分かれている施設が一元化されて放課
6）

2012 年４月の児童福祉法の改正により放課後等デイ

後等デイサービス事業が創設されることになった（図２） 。

サービスが創設された。
「障害者自立支援法改正」直後に

児童福祉法第６条の２の２第４項において
「授業の終了後又

行った報酬改定であったため，
「一元化」に基づいた放課後

は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で

等デイサービスへの円滑な移行を考慮して，人員基準や設

定める施設に通わせ，
生活能力の向上のために必要な訓練，

備などは障害者自立支援法での規定を基本とし，新たな規

社会との交流の促進その他の便宜を供与すること」と規定

定については，経過措置を設けた。報酬改定のベースは，

された。つまり，
「療育」と「放課後対策」
「共生社会の推

「児童デイサービスⅡ型」事業のサービス報酬算定基準で
あった。

進」役割を併せもつことになった。

＜報酬改定の内容＞

３

障害者総合支援法における「放課後等デイサー

基本報酬については，
「授業終了時に行う場合」と「休業

ビス」の報酬改定に基づいた制度見直しの変
遷について

日に行う場合」とで単価に差をつけた。
「重症心身障害児
（者）事業」との統合により「就学している重症心身障害児

（１）障害者総合支援法以前の障害者自立支援法で規定さ

の場合」の基本報酬単価は高くされた。障害者自立支援法

れた「児童デイサービス」報酬に関わる算定基準

図2

改正前の児童デイサービスⅡ型に比べて基本報酬単価を低

障害児施設・事業の一元化イメージ
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く設定したが，
「サービスの質の確保」のための「児童発達

向上」
「放課後デイサービス計画（現

支援管理責任者専任加算」が新設され，この加算額を合わ

基づく適切な支援」
「関係機関や保護者との連携」
。②子ど

せると「児童デイサービスⅡ型」と同等の報酬になるとし

もと保護者に対する説明責任等としては，
「運営規程の周

8）

個別の支援計画）に

た 。ただし，児童発達支援管理責任者の義務化について

知」
「子どもと保護者に対する，支援利用申請時・利用開始

は，移行措置を設けている。重症心身障害児の対応として

時の説明」
「保護者に対する相談支援等苦情解決対応」
「適

は「特別支援加算」
（理学療法士，作業療法士，言語聴覚士

切な情報伝達手段の確保」
「地域に開かれた事業運営」
。

又は心理指導担当職員を配置して機能訓練や心理指導を

③緊急時の対応と法令遵守等については，
「緊急時対応非常

行った場合）
，
「延長支援加算」が新設された。また，営業

災害・防犯対策」
「虐待防止の取組み」
「身体拘束への対応」

時間４時間未満の事業所については，
「開所時間減算」を算

「衛生・健康管理安全確保秘密保持等」と具体的，詳細に示

定して事業所の適正な運営を図った（放課後等デイサービ

された。さらに，ガイドラインに基づいた評価表「事業者

スを授業の終了後に行う場合を除く）
。
「送迎加算」が学校

向け放課後等デイサービス自己評価表」
「保護者等向け放課

への送迎も算定されることになり，学校への送迎が急激に

後等デイサービス評価表」を活用して事業所における自己

増えてくことになる。障害福祉サービス共通項目として，

評価を行い，事業運営の改善を図るとともに，結果につい

介護保険制度による「福祉・介護職員処遇改善加算」が新

ても利用者や保護者に向けて公表するよう努めなければな

設された。

らないとした。

（３）2015 年度

障害福祉サービス報酬改定

児童発達支援管理者となる要件が加えられ，
「相談支援業

2015 年度の報酬改定を視野に入れた厚生労働省の障害

務５年以上」
「直接支援業務 10 年以上」
「有資格者実務経験

児支援の在り方に関する検討会による「今後の障害児支援

５年以上」のいずれかとし，サービスの質の改善の方策と

の在り方について（報告書）
」
（2012.7）では，障害者権利

した 9）。

条約の批准を踏まえ，基本理念を「地域社会への参加・包

＜報酬改定の内容＞

容（インクルージョン）の推進と合理的配慮」と「障害児

「放課後等デイサービスガイドライン」
に基づいての改定

の地域社会への参加・包容を子育て支援において推進する

がなされた。支援の質の確保を図る観点から，
「児童指導員

ための後方支援としての専門的役割の発揮」を２つの柱と

加算」を新設した（主として重症心身障害児を通わせる事

定めた。そして，
「ライフステージに応じた切れ目のない支

業所を除く）
。
「児童指導員」とは，福祉や教育の資格をも

援（縦の連携）と保健，医療，福祉，保育，教育，就労支

ち経験年数など定められた要件を満たす者であり，資格要

援等とも連携した地域支援体制の確立（横の支援）
」を推進

件のない経験の浅い「指導員」と分けられた。人員基準を

するとした。また，マスコミでも取りざたされ始めた課題

上回る手厚い支援に加算される「指導員加配加算」におい

である「サービスの質の確保」の問題が指摘され，早期の

ても児童指導員と指導員で加算単位に差を設けた。家族等

ガイドラインの策定が求められた。

に対する相談援助の充実を図るために「家庭連携加算」を

「今後の障害児支援の在り方について（報告書）
」の指定

見直し障害児通所支援を利用した日も加算の算定が可能と

を受けて，厚生労働省から「放課後等デイサービスガイド

し，
「事業所内相談支援加算」を新設した。障害児が通う保

ラインについて（報告書）
」
（2015.4）が発表された。総則

育所や学校等との連携を強化するため，学校等と連携して

において，放課後等デイサービスの基本的役割として，
「子

個別支援計画の作成等を行った場合の評価として「関係機

どもの最善の利益の保障」
「共生社会の実現に向けた後方支

関連携加算」が新設された。重症心身障害児に対する支援

援」
「保護者支援」の３点を挙げている。また，
「自立支援

の充実のためには，
「延長支援加算」と「送迎加算」におい

と日常生活の充実のための活動」
「創作活動」
「地域交流の

ては，
重症心身障害児と重症心身障害児を除く場合に分け，

機会の提供」
「余暇の提供」の４点をサービスの提供に当

重症心身障害児に手厚い加算を行った。

たっての基本活動とし，それらを複数組み合わせて行うこ

（４）2018 年度

障害福祉サービス報酬改定

ととした。ガイドラインは，
「設置者・管理者向け」
「児童

厚生労働省は，単なる居場所となっている事例，発達支

発達支援管理責任者向け」
「従業者向け」とそれぞれ分けら

援の技術が十分ではない事業所が軽度の障害児を集めてい

れている。①子どものニーズに応じた適切な支援の提供と

る事例等があると指摘し，指定障害児通所支援事業者の指

支援の質の向上として，
「環境・体制整備」
「ＰＤＣＡサイ

導の徹底，放課後等デイサービスガイドラインの活用の徹

クルによる適切な事業所の管理」
「従業員等の知識・技術の

底が求めた 10）。さらに，指導監査の強化として，障害児虐
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待だけでなく，人員配置基準の虚偽等の不正が疑われる場

を改正する法律」
が成立し施行を 2018 年とした。この法律

合においても，
実地指導（出勤や給与支払の状況簿の確認，

において「医療的ケアを要する障害児が適切な支援を受け

勤務状況のヒアリング等）を周期的に実施すること，虚偽

られるよう，自治体において保健・医療・福祉等の連携促

の報告や監査妨害，不正請求額が高額で返還の意思がない

進に努めるものとする」として医療的ケア児の支援を指摘

場合など，特に悪質な事案については行政処分に加えて，

した。すでに厚生労働省は，2015 年から「在宅医療及び障

刑事告発を検討することなど厳しい指導監督を行うとし

害福祉サービスを必要とする障害児等の地域支援体制構築

た。行政処分を受けた特に営利法人の事業所及び新規開設

に係る医療・福祉担当者合同会議」を開催し，自治体での

の事業所などについては，少なくとも２年程度（新規開設

医療的ケア児の取り組みも始まりだしていた。2021 年には

時は１年程度）を目途として，重点的に実地指導を行うこ

「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」
が

11）

成立し，保育所，学校，放課後健全育成事業に対して業等

とと通知を出している 。
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準一部改正」
（2019.4）により児童発達支援管理者の要件がさらに見直さ

を利用している医療的ケア児に対し，適切な支援を行う責
務を負うとされた。

れ，保育所等の児童福祉に関する経験が追加された。障害

強度行動障害児の対策として，厚生労働省は，強度行動

児・児童・障害者の支援経験（３年以上）を必須とし , １

障害を有する者に対する支援を適切に行う者を養成する

年間の経過措置を設けた。さらに「児童福祉法に基づく指

「強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）
」
（2013）
「強度

定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準の

行動障害支援者養成研修（実践研修）
」
（2014）を創設し，

一部を改正する省令」
（2017.4）の施行により，配置すべき

研修の修了者について 2015 年度の障害福祉サービス等報

職員を「指導員又は保育士」としていたのを「児童指導員，

酬改定で障害者施設等において「重度障害者支援加算」が

保育士又は障害者福祉サービス経験者」に変更した。そし

新設された。2018 年度の改訂においては，範囲を拡大して

て，この省令において「自己評価結果」の公表が義務づけ

生活介護，計画相談支援，児童発達支援，放課後等デイサー

られた。

ビスについても対象とした 13）。

厚生労働省と文部科学省が合同して「家庭と教育と福祉

厚生労働省の調査によると 2018 年度の要介護施設従事

の連携『トライアングル』プロジェクト」が設置され，
2017

者による高齢者虐待判断件数，相談・報告件数共に過去最

年度に教育委員会や福祉部局が主導して，支援が必要な障

高の件数を記録しており，2018 年度の介護報酬改定におい

害児及びその保護者が地域で切れ目なく支援が受けられる

ては，身体拘束に関連する減算について対象事業所を拡大

よう，教育と福祉のより一層の連携を推進するための方策

した。障害者福祉施設においても障害者虐待は増加傾向に

が検討された。その中で，更に質の高いサービスの提供に

あり，2017 年度は 2016 年度と比較して 401 件から 464 件

向けて「放課後等デイサービスガイドライン」を改訂する

と 16％増加していた。放課後等デイサービス事業従事者に

こと。2018 年度障害福祉サービス等報酬改定において，障

よる虐待は 57 件で全障害者福祉施設の 12.7％を占めてい

害児通所支援事業所等が学校と連携して「関係機関連携加

た14）。

算」をさらに活用し，支援計画の作成にあたって学校との
連携を推進していくことを求めた。

厚生労働省は，
「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部
「
『 地 域 共 生 社 会 』 の 実 現 に 向 け て（ 当 面 の 改 革 工 程 ）
」

特別支援学校や小中学校において医療的ケア児が増加傾
12）

（2017.2）を発表した。そのなかで，
「本年の介護保険制度

向にある中 ，2016 年には，
「障害者の日常生活及び社会

の見直しにおいて，介護保険に「共生型サービス」を創設

生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部

し，障害福祉サービスの報酬においても障害支援区分を勘

図4

共生型サービス
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案していない等の課題に対応するため，
「共生型サービス」

を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者」が追

を創設するとした。これにより，介護保険又は障害福祉の

加された。医療的ケア児への支援の充実として「看護職員

いずれかの指定を受けた事業所がもう一方の制度における

加配加算」が新設され，
「医療的連携体制加算」に長時間行

15）

指定を受けやすくする見直しを行った（図４） 。2018 年

う場合が加えられた。強度行動障害を有する障害児への適

度の介護制度・障害福祉サービス双方の報酬改定において，

切な支援を推進するために，強度行動障害支援者養成研修
（基礎研修）
を修了した職員を配置して強度行動障害を有す

「共生型サービス」適用するという方針を示した。

る障害児に対して支援を行うことを評価する「強度行動障

＜報酬改定の内容＞
「自己評価結果等未公表減算」が新設され，
今まで努力義

害児支援加算」
が新設された。
「保育所や放課後児童クラブ

務であった自己評価結果等の公表が義務付けられ未公表の

等の一般施策への移行の推進」として，
「保育・教育等移行

場合は減算されることになった。
「指導員加配加算」は，
名

支援加算」が新設された。家族等に対する相談援助の充実

称を「児童指導員等加配加算」に改められ，児童指導員を

として「事業所内相談支援加算」は，相談援助が放課後等

配置する場合に加えて「専門職員（理学療法士等）を配置

デイサービスを受けている時間と同一時間帯である場合も

する」場合が加えられた。
「指導員」は「その他の従業者」

算定可能となった。ただし，この場合に相談援助を行って

という扱いになり算定報酬を大きく下げられた。重症心身

いる従業者は，支援の提供に当たる者からは除かれた。学

障害児，医療的ケア児や強度行動障害児への対応として，

校等との連携を強化として，
「関係機関連携加算」の算定を

重症心身障害児に対する支援の充実させるために，基本報酬区

年１回から月１回に増やした。
「身体拘束廃止未実施減算」

16）

分を利用者の障害程度を「指定該当児判定要件表」
（図５）

が新設され，身体拘束の記録をしていない場合には減算さ

の合計点によって分類して算定した。また，
「欠席時対応加

れることになった。厚生労働省の地域共生社会実現のため

算」は重症心身障害児について，体調が不安定であること

の事業として，
「共生型放課後等デイサービス給付費」が創

から欠席時対応加算の算定回数を拡充した。
「特別支援加

設され，介護保険の指定を受けている通所介護事業所等が

算」は，その対象に「看護職員又は視覚障害者の生活訓練

障害福祉サービスの共生型事業所としての指定を受けるこ

図5

指定該当児判定要件表
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18）
大幅な見直しが行われた（図６）
。
「児童指導員等加配加

とで給付されることになった。

（４）2021 年度

障害福祉サービス報酬改定

算Ⅱ」を廃止し，支援の質を向上させる観点から専門職配

「福祉・介護職員処遇改善加算」ついては，今までの障害

置による「専門的支援加算」を新設した。そして，児童指

福祉サービス報酬で改定が繰り返されたが，届出にかかる

導員等加配加算の対象資格に手話通訳士及び手話通訳者を

事務作業が煩雑という理由や，対象職員以外との給与の均

追加した。前回の改定では，基本報酬区分を利用者の障害

衡を勘案して加算を取得しない事業所もあった。このよう

程度を指定該当児判定要件表での合計点によって分類して

な現状の中で，2017 年に，
「新しい経済政策パッケージに

算定するようにしたが，全介助の児童と行動障害をもつ児

ついて」が閣議決定され，障害福祉人材についても介護人

童の職員の負担に優劣がつけられないことや「指定該当児

材と同様の処遇改善を行うという方向が示された。

判定要件表」の記入に当たっての客観性が保障されないな

厚生労働省と文部科学省による「難聴児の早期支援に向

どの理由から 2018 年度に新設した区分を廃止した。 それ

けた保健・医療・福祉・教育の連携プロジェクト報告」

に変わるものとして，重症及びケアニーズの高い児童を支

（2019.6）では，保健・医療・福祉・教育の関係機関が相互

援した場合に評価する「個別サポート加算（Ⅰ）
」を新設し

に連携し，一体となって難聴児への切れ目のない支援を行

て基本報酬でなく個別に加算することとした。また，虐待

うための体制を全国各地で構築するべく取組を早急に実行

等の要保護・要支援児童を支援した場合の評価として「個

に移していくことが求められた。

別サポート加算（Ⅱ）
」も新設した。医療的ケア児に係る判

厚生労働省は，2019 年度に児童発達支援管理者研修と

定基準が見直され，
「医療的ケア児」の基本報酬区分を新設

サービス管理責任者研修を統一し，基礎研修（実務経験を

した。これにより，重症心身障害児を通わせる事業所以外

満たすまでに２年以内）
，実践研修（基礎研修終了後，過去

の事業所での「看護職員加配加算」が廃止された。そして，

５年間に２年以上の相談支援又は直接支援の実務経験）
，
更

看護職員の基準人員の取扱いが見直され，医療的ケアを行

新研修（過去５年間に２年以上のサービス管理責任者等の

う必要がある場合に配置する看護職員については，現行の

実務経験があること，又は，現にサービス管理責任者等と

機能訓練担当職員の配置要件と同様に，配置基準上必要と

して従事していること）と経験年数により研修を受ける義

なる従業員数に看護職員を含めてよいことになった。
「極端

務を設け，資格は更新制とした。また，実務要件を 10 年か

な短時間のサービス提供の取扱い」として，30 分以下の

ら８年に緩和するとともに，基礎研修修了時点で一部業務

サービス提供については報酬（基本報酬及び加算）を算定

17）

を可能とする等の見直しを行った 。

しないことになった。
「障害福祉サービス経験者」
を廃止し

＜報酬改定の内容＞

て人員基準を見直した。これにより人員は有資格者のみと

2021 年度の障害福祉サービス報酬改定では，報酬体系の

図6

なった。申請率が低いなどの理由で，
「訪問支援特別加算」

報酬体系の大幅な見直し
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は「家庭連携加算」に統合された。
「事業所内相談支援加

備すること，従業者に対して研修の定期的な実施するこ

算」は，個別の相談援助だけではなく「グループでの面談

とが義務づけられ，2023 年度から減算が適応されること

等」も別途に算定可能とした。従来の「福祉・介護職員等

になる。

特定処遇改善加算」を事業者が活用しやすい仕組みとする
観点から，
「福祉・介護職員処遇改善加算」を５段階から３
段階にし，より柔軟な配分を可能とするよう配分ルールを

（２）共生社会の実現に向けた後方支援のための報酬改定
①「重症心身障害児に対して指定放課後等デイサービスを

見直すことにより加算取得促進を図った。

行う場合」
とそれ以外の場合に分けて基本報酬を設定し，
報酬算定基準を利用定員が 11 人以上の場合を含めて７

４

総括

段階と細かく評価できるようになっていった。また，医

本論３において，2012 年度以降の社会福祉制度をとりま

療的ケア児の報酬区分が設定された。医療機関との連携

く状況の変化に伴った放課後等デイサービス事業の障害福

において看護職員が訪問して，たん吸引を行う場合や介

祉サービス等報酬改定の内容の変遷をまとめたが，総括に

護職員等にたんの吸引等に係る指導する等の加算に加え

おいては，
「サービスの質の確保のための報酬改定」と「共

て，看護職員が柔軟に配置・評価できるようになり，専

生社会の実現に向けた後方支援ための報酬改定」に分けて

門的職員の職種も拡大された。
「送迎加算」
「延長支援加

整理する。

算」
「欠席時対応加算」について，
重症心身障害児とその

（１）サービスの質の確保のための報酬改定

他の場合とに分けられ，手厚い加算がされるようになっ

①事業運営の改善を図るために，
事業所における自己評価，

た。さらに，強度行動障害児の支援についても加算対象

利用者の評価を行い，結果については，公表することに

となった。重症心身障害児を除く事業所においては，重

なり，未実施の場合は，報酬減算対象となり監査体制が

症及びケアニーズの高い児童を支援した場合に一人一人

確立されていった。

の障害の程度に合わせて加算されるようになった。

②事業所のサービス提供時間については，営業時間４時間

②障害児の居宅を訪問し，障害児及びその家族等に対する

未満の事業所は減算対象となり，利用者ごとのサービス

相談援助等を行った場合に加算されるだけでなく，事業

提供時間についても 30 分以下の場合は，
報酬が算定され

所内で相談援助を行った場合にも加算の対象とされるよ

なくなった。

うになった。事業所内の相談援助については，個別の相
談援助だけではなくグループでの面談等も評価されるよ

③児童発達支援管理責任者は，資格や実務経験に基づいて

うになった。

設置しなければならず，未設置の場合には大幅な減算対
象となった。また，専門性を確保と人材確保のために，

③「ガイドライン」で示された，ライフステージに応じた

サービス管理責任者研修との統一化と経験年数に応じた

切れ目のない支援（縦の連携）と保健，医療，福祉，保

研修制度，更新制度が規定された。

育，教育，就労支援等とも連携した地域支援体制の確立

④サービスの専門性の確保のため，
「児童指導員」がサービ

（横の支援）
を推進する方策としての加算が行われた。具

スを行うことになり，段階的に無資格の障害福祉経験者

体的には，保育所，学校等と連携して個別支援計画を作

が算定基準から外された。また，
「特別支援加算」の対象

成（年１回から月１回）したり，就学先，就職先と連携

が理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，心理指導担当

した連絡調整が行われたりした場合に加算がされるよう

職員，視覚障害の専門家，手話通訳士と拡大されて専門

になった。障害児が地域において放課後等デイサービス

性の向上を図った。医療的ケア児の対応のために看護職

を移行支援により退所し放課後学童クラブを利用した場

員が従業員に認められ，看護職員の柔軟な配置が可能に

合に加算として評価されるようになった。虐待等の要保

なった。

護・要支援児童を支援した場合は加算対象となった。

⑤「従業者への研修実施」
「虐待の防止等のための責任者の
設置」が努力義務から義務化され，
「虐待防止委員会」の
設置も義務化された。利用者への身体拘束については，

５

現状と今後の展望

「放課後等デイサービスガイドラインについて」
（2015）

記録をするとともに，身体拘束等の適正化のための対策

では，放課後等デイサービスの基本的役割として，
「子ども

を検討する委員会を定期的に開催し，結果を従業者に周

の最善の利益の保障」
「共生社会の実現に向けた後方支援」

知徹底すること，身体拘束等の適正化のための指針を整

「保護者支援」の３点を挙げた。この社会的使命の大きく，
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多岐にわたる役割については，2015 年度報酬改定検討チー
19）

いている結果なのか，事業所の取組としての多様性なのか

ムの議論のなかでも混乱がみられた 。
「現場の話を聞いて

は明らかではなく，障害児・親のニーズと事業所のサービ

も，玉石混淆という話がかなり言われます。ものすごくい

ス内容が合致しているかの検討が必要であると指摘してい

い所と，本当にこれでいいのかという所と，相当に格差が

る。2021 年度報酬改定検討チームの議論でも，
「そもそも

出てきてしまっているというのが現場の声です。
（一部省

放デイについては何を行う場所であるのかというのが，

略）児童デイサービスと重症心身の子供たちの通園が入っ

ちょっと方向性が，社会情勢も含めて変わってきていると

てきたり，全く新しく，それまでやっていた障害児学童保

いうか，保護者のレスパイトですとか，一時預かりといっ

育が入ってきたり，かなり多様なモデルが入ってきたとい

たものがメインになるような傾向があるので，そもそも放

うことがあって，
それでかなり差が開いてしまった。
」報酬

課後等デイサービスというのはどういうものなのかという

改定チームの中でこのような意見が重ねられた。
「子どもの

ところを改めて議論しないと，対象者の拡大にも影響して

最善の利益の保障」の観点からの「サービス内容の質」
，
具

くることだと思いますので，ここも整理が必要かなと考え

体的にはサービス内容や効果の検証について，報酬加算と

ます」
「放課後等デイがやるべきことというのをもう一度見

して評価・反映されていない実態がある。

直して構築する時期に来ている」という意見が出されてお

また，
「共生社会の実現に向けた後方支援」については，
みずほ情報総研株式会社（2020）
「放課後等デイサービスの

り，今後の在り方についてを模索している。
（２）
「共生社会の実現に向けた後方支援」

実態把握及び質に関する調査研究報告書」
（以下，
「同調査」

「障害者自立支援法改正」
（2012.4）により，障害児の相

とする）によると，
関係機関連携加算の算定が少ないこと，

談支援体系が見直された。障害福祉サービスの利用におい

子ども・子育て会議に障害児福祉専門家の参画が多くはみ

ては，児童福祉法に基づき，市町村が指定する指定障害児

られないこと，事業所が地域自立支援協議会や子ども・子

相談支援事業者が，通所サービスの利用に係る「サービス

育て会議等への参加も少なく，子どもの地域での生活や成

等利用計画」を作成するとされた。作成においては，相談

長を見越した支援が多くはみられないという結果が出され

支援専門員が総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ

た。この調査を基にして，
「サービス内容の質」と「共生社

最も適切なサービスの組み合わせ等について検討し子ども

会の実現に向けた後方支援」について考察してみたい。

又は保護者の同意のもと作成する。市町村はこれを勘案し
て支給決定を行う。相談支援専門員は，支給決定後のサー

（１）
「サービス内容の質」
放課後等デイサービスの創設時から現在に至るまで，
「療

ビス等利用計画の見直し（モニタリング）定期的な計画の

育」を主体とする短時間サービスと障害児の放課後の余暇

見直しを行うとしている。この「サービス等利用計画」を

活動の充実，保護者のレスパイトのための長時間サービス

受けて，放課後等デイサービス事業所の児童発達支援管理

とサービスの内容が混在している状態が続いている。ただ

者は，
「個別支援計画」を一人一人のニーズに合わせて事業

し，開業時間や個別の利用時間については手がつけられて

所での具体的取り組みを検討し，子ども又は保護者の同意

いる。前述したように，放課後等デイサービス事業の多機

を得てサービスを開始する。つまり、
「サービス等利用計

能の性質がサービスの質を評価しにくいものにしている。

画」と「個別支援計画」の両計画が連動して機能すること

同調査によると，療育内容について「基本的な日常生活動

によって，子どもに対する支援がよりよいものとなってい

作（ADL）の自立の支援」
「社会性やコミュニケーション

くのである 20）。ただし，身近な地域に指定特定相談支援事

スキルの獲得・向上の支援」について大半の事業所で提供

業者・指定障害児相談支援事業者がない場合又は申請者が

されていたが，
「言語聴覚士による言語療法，作業療法士に

希望する場合に申請者が市区町村に「セルフプラン」を提

よる作業療法・感覚統合訓練など，有資格者による訓練」

出できることとされている。
「セルフプラン」
作成の条件と

は 73.7% の事業所で提供されていない実態がある。また，

して，厚生労働省（2012）は，
「申請者が希望する場合」に

サービスの具体的な活動については，
「調理・料理・食育」

ついては申請者の自由な意思決定が担保されていることが

「運動，体を動かすこと」
「音楽活動」
「トレーニング」
「地

前提であること。また，
「身近な地域に指定特定相談支援事

域や他施設との交流」等，非常に多様な回答が寄せられ，

業者等がない場合」については市区町村（都道府県）が必

支援内容は事業所により多種多様であることがうかがえ

要な数・規模の事業所の誘致に向けた努力を行ってもなお

る。こうした支援内容・提供方法の多様性は，選択できる

体制が確保されない場合が前提であることとしている21）。

サービスとして必要であるが，これが多様なニーズに基づ

専門家でない障害児又は保護者自身が「セルフプラン」を
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作成することは困難であり，実際には，市町村の福祉課の

の活力を高めることが期待された。ただし，規制緩和もセ

職員や契約予定の事業所の児童発達支援管理者等に作成を

イフティネットとしての社会保障制度が整備されて初めて

依頼することが多いことが予想される。特に，障害児が利

有効な政策となり得る。
「障害者や高齢者などの弱点が悪用

用する事業所の従業員が「セルフプラン」を作成すること

されたり，競争条件が欠落することなどによって，これら

については，計画の専門性や妥当性について憂慮すべき実

利用者の生活が脅かされるということがないよう，民間

態である。同調査によると，計画策定数別に占める「セル

サービスが規制されなければならない場合がある。
」
として

フプラン」数の割合（セルフプラン率）は 28.54% である。

いる。民間事業所による障害児者福祉サービス事業は，
「競

しかし，地域差が大きく政令指定都市のセルフプランが最

争によるサービスの向上」を目指したが，営利目的の安易

多で，中核市・施行時特例市・特別区でも多い。約半数の

な開業によって悪質なサービス内容，報酬の不正請求，児

自治体では０% であるが約１割の自治体では 60% 以上で

童虐待など，
国の予想を超える様々な問題が生じていった。

あった。このデータから，2014 年の厚生労働省通知から５

そのため，厚生労働省はサービス報酬の変更により事業所

年以上たっても基幹相談支援事業所を中核とした障害児者

をコントロールしようとしたが改善される兆しはない。急

の地域包括支援体制が未だに整備が不十分であることがわ

激な事業所の増加により自治体の実地指導や監査が不十分

かる。

であることも原因のひとつとして考えられるが今後の調

小学校等と連携して個別支援計画書を作成することに関

査・研究が必要であろう。

しては，同調査によると，関係機関連携加算は，
（Ⅰ）
（Ⅱ）

志のある民間事業所による社会の変化に対応した先駆的

のいずれも算定していない事業所が 86.5% と最も多く，そ

な活動が行われており，これに対して報酬加算という形で

の理由としては「関係機関連携加算の対象とならない機関

評価し，広がりを図ろうとする試みもみうけられるが，同

であるから」
（24.4%）
，
「保護者の同意取得が難しいまたは

調査によると多くの加算が申請されていない現状がわかる

大変だから」
（18.3%）のほか，加算の要件・基準が分から

24）
（図７）
。申請せずとも利益を出すために，従業員の平均

ない，連携内容的に非該当と判断した，会議を開催（主催）

所得は他の業種と比較して低い状態が続いている25）。

していない，事務処理が大変・手間に見合わないといった
意見が挙げられている。個別支援計画書作成のための小学
校等との連携がほとんどされていない実態がある。2021 年
度改定では，放課後等デイサービス利用児童が放課後学童
クラブに移行することによる「保育・教育等移行支援加算」
が新設された。しかし既に放課後学童クラブおいて厚生労
働省は，障害児３人受け入れの場合に専門的知識を有する
放課後学童支援員を条件に１名以上配置する「障害児推進
受入強化事業」
（2017）を展開していること22）から効果的
な加算であるかどうか疑問である。泉は，
「地域における放
課後健全育成事業（放課後学童クラブ）への障害児受入事
業と，放課後等デイサービス事業は児童福祉法において行
われ，日中一時支援は障害者総合支援法と異なる二つの制
度によって行われている23）。
」つまり，二つの制度は矛盾を
抱えているのである。
（３）今後の展望
遡って考えてみると，1995 年７月の社会保障制度審議会
による「社会保障体制の再構築（勧告）
」では，
「社会保障
図７

制度の充実は医療や福祉サービスなどの分野で新たな産業

加算等算定・該当の有無（複数回答）

と雇用機会をつくり出すとともに，高齢者や障害者などの
働きやすい環境の整備を通じて労働力不足の解消にも寄与

先に述べたように，放課後等デイサービス事業所は，イ

する。そして，内外市場における一層の競争を促し，経済

ンクルーシブ社会に向けて，社会の変化に対応しての様々
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な機能を果たすことが期待されている。同調査によると，

と，今後，区市町村が介護福祉や困窮者支援事業と障害者

不登校の子どもが１人以上在籍している事業所は，4.8％，

福祉事業を包括した相談支援体制を構築できるか疑問であ

児童相談所が関与している子どもが１人以上在籍している

る。

事業所は 20.8％，児童相談所は関与していないが虐待もし

放課後等デイサービス事業が共生社会の実現に向けた後

くは不適切な養育がある（可能性がある）子どもが１人以

方支援の役割を果たし，
サービスの向上を目指すためには，

上在籍している事業所は 18.5％もあり，放課後等デイサー

根本的な制度改革が必要だと考える。
「放課後等デイサービ

ビスがセーフティネットの役割も果たしていることがわか

スガイドライン」
の改定や 2024 年度の障害福祉サービス報

る。このような役割には，放課後等デイサービス事業に対

酬の改定に向けての検討会の議論などの動向を注目してい

して報酬加算という報酬を改訂するだけでなく，国や自治

きたい。

体，専門機関がどのように支援体制を構築していくかが求
められる。また，児童発達支援管理者や児童指導員を国家
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障害児の地域包括的支援体制が確立されて現状を鑑みる
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昭和20・30年代の文集にみることばと表現
竹田 晃子・有働 玲子

【要旨】
．文集の定義と分析の観点
本論は，昭和 20・30 年代の文集におけることばと表現について，明らかにすることを目
指した。前半では国語教育の視点から，作文教育における「文集」の定義，
「文集」がまと
められてきた背景，
教育現場における「文集」の位置づけ等を述べた（有働が担当）
。後半
では，文集に使われている具体的なことばや表現について，特に「母」を表す語形につい
て調査・分析し，
同時期に行われた話しことばの意識調査の結果と比較した（竹田が担当）
。

１. 文集の定義と分析の観点

された表現物ということに着目をしている。
これらの記述には，
「文集」は，学校を中心に作成された

「文集」の定義について，
国語教育の視点による代表的な

ものであるという共通点が確認できる。以上をふまえて，

記述には，次の三点がある。
第一は，
表現指導の意義との関連に着目するものである。

本論では次のように「文集」を捉えることとしたい。

吉永幸司（2001）には「表現学習の後，児童や生徒の詩や

文集とは，児童や生徒の多様な文種の文章について，目

作文などいろいろな文種の文章を編集し発行したものを文

的に対応して編集を行い，印刷・製本・発刊したものの集

集という。文集を作成したり指導したりする意義は，言語

大成を意味する。綴り手の認識意識を育成し，記録性を保

による表現力を伸ばすとともに思考力や想像力を伸ばすと

持するものであり，個人文集から学級学校地域に関する文

ころにある。とくに，自分の作品や友だちの作品を指導の

集，テーマ文集等，多様な形式がある。

言葉を読んだり，鑑賞することを通して表現意欲を高めた
り表現活動を充実させたりする」と示している。ここに見

２．背景

るように，主として思考力や想像力を伸ばし，表現意欲を
高めるところに着目する立場である。

昭和 20・30 年代の文集の考察にあたっては，それらが成
立した文化的・社会的・教育的な背景をふまえる必要があ

第二は，
編集意図に重点を置いたものである。たとえば，

る。たとえば，当時の国語教育辞典の「文集」の項目を見

児玉忠（2015）は「文集とは，広義には文章を集めた冊子

てもそれは明らかである。
西尾実編集代表となっている
『国

を指すが，狭義としては，学校教育における児童生徒の学

語教育辞典』
（1957（昭和 32）年初版 ,1962（昭和 37）年４

習成果（主として文章）を集めて，指導者の意図のもとに

刷）では，
「文集・詩集」の項目に内包されているのであ

編集し，印刷，発行したものを指す。どのような規模で編

る。項目執筆は日本作文の会常任委員，児童雑誌『赤とん

集するかによって個人文集，学級文集，学年文集，学校文

ぼ』を刊行した一人である柳内達雄である。
「
「文集・詳し

集，地域文集などに分けられ，また，発行の目的や形態に

くいえば児童文集・児童詩集」とは，こども自身が作った

よって，テーマ文集（行事文集，学級文集など）
，一枚文集

作文や詩を，教師またはこどもたちが編集・印刷・発行し

などに分けられる」とある。多様な文集を誰がどのような

たものをいう。文集・詩集は，こどもの生み出す教室の文

意図で編集するのかという点に着目している。

化財の一つといえる」と述べており，こどもたちを主体と

第三は，表現物であることに着目しているものである。
山元悦子（2018）は「学校教育の中で作られた文集とは，

して位置づけ，さらには，
「こどもの生み出す教室の文化
財」と位置づけを行っている。

児童・生徒の作成した様々な表現物を，目的に合わせて編

視聴覚状況として注目されるのは，ラジオ放送との関連

集し，印刷・発刊したものである。その種類には，学校文

である。NHK 学校放送ラジオでは，
小学校の国語の時間を

集，学級文集，卒業文集，地域文集，個人文集，一枚文集

月曜日から金曜日に放送していた。そのことにより，戦前

等がある」と述べている。ここでは，学校教育の中で作成

に存在していた児童対象の「お話」の時間も復活していく。
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新しく設けられた小学校 1, ２年対象の学校放送番組では

科編（1951（昭和 26）年）では，公的な学校教育としての

「お話」
（1948-1949 年）
，
「お話のポスト」
（1950-1951 年）
，

内容や教育課程や教材等を整備しようとしていく姿勢を読

「お話たまてばこ」
（1952-1984 年）などで，
古今東西の名作

み取ることができる。たとえば，国語科の学習指導目標に
も「話合い・討論・会議などに参加して，自分の意見を述

が紹介されている。
このように学校教育と児童文化が手を結ぶ背景には，も

べることができる。
」
（話すこと）や，
「文集や学級・学校新

ちろん，当時の出版状況も反映されている。たとえば児童

聞の編集ができる。
」
（書くこと）とあり，多様な言語経験

文学者協会は 1946 年３月 17 日に結成され ,1946 年 10 月に

を与えることを重視していくようになったことが注目され

は『日本児童文学』が出版される。学習研究社からは 1947

る。

年１月に『三年の科学』
『四年の科学』が発行，
小学館から

とりわけ，
国語能力表が掲げられ，
具体的項目として「自

は 1947 年４月に『小学一年生』
『小学二年生』等が復刊さ

分の作品を整理したり，文集をつくったりすることができ

れる。
このように商業雑誌の児童読み物が全国的に普及し，

る。
」
（四

児童を読者として認め，全国展開していくのである。こう

や人の作文について，評価を始める。
」
（四

いった背景もあって，先の NHK 学校放送ラジオ番組で，東

力（作文）３学年 11）というような指導内容が記されてい

京都杉並区公立小学校の児童が，詩や作文を朗読したり，

るのである。つまりここではそれまでの「話方，綴方」と

放送劇を行ったりするようにもなった。

いう枠組みから，言語経験や言語活動を中心とした「話す

次に，児童の作文集などの図書状況について考えたい。
教師の指導を受けた作文が綴方本として出版されているの

書くことの能力（作文）３学年７）
「自分の作文
書くことの能

こと，
書くこと」の教育へと移行していくのである。また，
それはいわゆる綴方の名称が，学校教育では「書くこと」

である。1950（昭和 25）年には日本綴方の会による『模範

「作文」と示されるような方向を示すようになったのであ

小中学生作文集』
（第一法規）
，同年川端康成編『全日本児

る。具体的な指導を導く能力提示のありようとして「四

童詩集』が , 1951（昭和 26）年には無着成恭編『山びこ学

書くことの能力（作文）２年」を取り上げ，次に示す。

校』
（青銅社）
，
児童文学協会からは『学年別作文読本』
（河

１生活を主とした絵日記を書くことができる。２簡単

出書房）
，
読売新聞社編『全国小中学校綴方コンクール作品

な絵話を書くことができる。３感情のこもった短い文

集』
（全２巻）, 1952（昭和 27）年には国分一太郎『新しい

を書くことができる。４身近な生活の報告や記録を主

綴方教室』
（新評論社）
，
巽聖歌『中学生詩集』
（筑摩書房）
，

とした簡単な文を書くことができる。５親しい友だち

相良・滑川・今井・小山・佐藤・吉田瑞穂による『小学○

や先生などに簡単な手紙を書くことができる。６簡単

年作文教室』
（文化研究社）
，日本作文の会編による『年刊

な礼状や招待状を書くことができる。７順序正しい筋

少年少女作文集』
（新潮社）
『年刊少年少女詩集』
（新潮社）
，

の通った文を書くことができる。８お互の作文を読み

恵那綴方の会『恵那の子ども』
（百合出版）
，国分一太郎編

合って楽しむことができる。９文の時の使い分けがで
きる。10 てんや，まるをうつことができる。

『綴方風土記』
（平凡社）が刊行されている。文集出版物が
盛んだったことは，この時期，教師同士の交流も盛んであ

ここに見られるように，作文を書きつつ読み合い，書い

り，学級でも学校でも文集を読み合う文化が根付いていた

た作文を共有することで相互に理解を深めることを想定し

ことの反映でもある。

ている。詳細な能力表の提示は，経験主義を背景とした実

文部省に関しては，学習指導要領の記述及び文言を確認
してみると，
次のように示されている。昭和 22 年度版（試

践基軸となり，
一つの方向性を示すことになったのである。
菅原稔（2016）はこの位置づけを次のように指摘する。

案）小学校学習指導要領国語科編（1947（昭和 22）年）に

書くことの技術・方法としての「書き方」の指導か

は，特に話すことに関わり，次のような指摘がある。
「でき

ら，経験・活動としての「書くこと」指導へと，大き

あがった作文を，おたがいに読みあったり，他校の作文を

く転換した。このような「かた」から「こと」への転

読みあったりして，話しあいをし，表現する心を起こさせ

換は，文章表現のための技術・能力よりも，それを支

るようにする。
」
（第二章

える経験・活動を重視しようとするものであった。

小学校一，
二，
三学年の国語科学

第二節作文）
。ここにみるように，
話すことと書く

言い換えれば，学習者が生活上の問題解決のための

ことを関連させて，児童の表現世界を広げる指導の展開が

手段・方法として行う書く活動を，指導者は目的・目

求められている。

標とし，学習者が目的・目標とする生活上の問題解決

習指導

さらに，
昭和 26 年度版（試案）小学校学習指導要領国語
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を，指導者は手段・方法とするものである。このよう
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な学習者の「目的・目標―生活上の問題解決，手段・

の自分。八・一五を集団疎開地で迎え，意識の転換に

方法―書く活動」を，指導者の「目的・目標―書く活

苦しみながらも新教育の展望に胸おどらせたわたし，

動，手段・方法―生活上の問題解決」と転換させるの

戦後のカリキュラムブームにのり，国籍不明の社会科

が，
「書くこと」の指導であった。このような「書きか

をやるなかで『山びこ学校』の乱打する警鐘に目を覚

た」から「書くこと」への転換が，単元学習における

まし，はじめて日本の本流生活綴方にまっすぐ入って

作文・綴り方の内容や特質を如実に物語るものであっ

いったのであった。
綿引はそれ以前に文部省の仕事にも関わり，東京都の国

た。
菅原の指摘のように「書きかた」から「書くこと」への

語協力校の国語主任を務め，東京都教育委員会による大学
派遣１期生として東京大学教育学部で学んだ経歴を持つ。

転換が開始されたのである。

その綿引は東京の「赤とんぼ会」に所属しながら，東京都

３．現場の動向

台東区黒門小学校の綴方実践について ,1952（昭和 27）年

菅原稔の指摘をふまえながら，現場の問題として読み直
すことを試みたい。戦後の社会的機運のなかで，児童の表

８月２日第一会作文教育全国協議会に参加し，東京代表と
して発表を行っているのである。
そこでは「私は，東京の山びこ学校は貧しい暗いところ

現活動の育成方法現場の教師はどのように学び，実践を

にだけあるのではないと思う」
（綿引 1952）という姿勢を

行っていったのであろうか。
民間教育運動が盛んになったことを背景として，多くの

とっている。これらの経験は，自ら綴った黒門小学校での

教科に関わる団体が設立された。1959 年には日本民間教育

実践記録『こどもと温泉マーク』に所収されており，生活

研究団体連絡会が設立される。それ以前に，歴史教育者協

を綴ることを通して話しあい，クラスの仲間意識を作る教

議会（1949 年）
，数学教育協議会（1951 年）
，創造美育協会

室づくりを行っていることが分かる。また，文集『うえの

（1952 年）
，日本教育版画協会（1951 年）
，教育科学研究会

のこども』を作成している。
戦後教育のなか，理想を求める若い教師たちにとって，

再建（1952 年）
，産業教育研究連盟（1953 年）
，科学教育研
究協議会（1954 年）
，音楽教育の会（1957 年）等がある。
国語に関しては日本文学協会の国語教育部会（1951 年）
，

綴り方や作文の実践は，高揚感に満ちた教育の一つの灯火
であったととらえることができる。

文学者協会，教育科学研究会国語部，特に作文・綴り方に
関して日本作文の会が 1952（昭和 27）年４月に創立され，

４．対象とする文集の体裁

組織的に活動を行う。委員長今井誉次郎，委員は国分一太

子どもの文章による文集は，戦前から戦後にかけての時

郎等 22 名を擁し，月刊誌『作文と教育』を発行していく。

代にさかんに編集・刊行され，この時期における子どもの

話すこと聞くことに関しては「日本コトバの会」1952（昭

書きことばをうかがい知る資料として貴重である。
しかし，

和 27）年の活動が，児童の言語については「児童言語研究

文集のすべてを対象とするには，量だけでなく，収集や閲

会」が大久保忠利を中心に現場の教師の共同研究形態です

覧などに課題があり，難しい。そこで，入手できた文集か

すめられている。また，戦前戦後を通じて継続されていた

ら，種類（学校文集・地域文集・全国文集）をできるだけ

「実践国語の会」は 1949（昭和 24）年４月から飛田多喜雄

まんべんなく選んだ結果 , 1949（昭和 24）年から 1959（昭

編集長となり，
『実践国語』を復刊していくのである。この

和 34）年までに刊行された 58 冊（末尾の表１〜３の No.1

ような民間教育運動にも関わりながら，多くの教師は実践

〜 58）を対象とし，最初の分析を試みることとする。論文

をすすめ，自ら文集を作成していったのである。

集（No.59・60）と卒業生の文集（同 61）もあるが，本論

次に，当時の東京都の実践家である綿引まさの事例を述

では除外しておく。

べる。1936 年に水戸市から上京し，愛宕高等国民学科，誠

文集の構成は，概ね次の①〜⑩の項目による。

之国民学校，金町小学校，黒門小学校，松葉小学校に勤務

①表紙（児童や生徒による版画が多く，
多色刷りも多い）

した名高い実践家である。当時について次のように述べて

②巻頭言・あいさつ・趣旨説明，巻頭詩・版画・写真

いる（綿引 1977）
。

③目次

私は今，長い自分の教師生活をふりかえり，せみがぬ

④本体（児童や生徒による文章：生活文，詩，短歌，俳

けかえるように，何回か脱皮してきたことを思う。た

句，日記，手紙，学級新聞，記録文（観察・見学・研

だ教育熱心で子どものことを懸命にやっただけの戦前

究・実験・児童会など）
，童話・劇脚本・ことば遊び，
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現時点ではわからない。文集には掲載されるまでには，①

書道作品，版画・絵など）
⑤選評・入選者一覧，文集活用の手引き，指導者のために

児童や生徒による執筆，②教師への提出，③教師による謄

⑥作文ワーク，良い作文を書くために

写版または活字による複写，という，少なく見積もっても

⑦父母のみなさまへ

３段階があると見積もられ，どこかの段階で修正が加えら

⑧原稿募集・受贈誌御礼・研究会記録

れていた可能性もある。
「ありのまま」
「すなおに書く」と

⑨編集後記・編集委員・奥付・広告

は矛盾する方向のように感じられる面もあるが，日本語と

⑩裏表紙

して明らかに誤ったことばや表現をそのままにしておくた

ただし，
これらの項目が揃っているのは全国文集９冊で，

めの作文教育ではなかっただろうと思われる。
さて，語彙については，地の文と会話文に分けてみると，

学校文集 28 冊・地域文集 24 冊（ともに非売品）は⑤〜⑧
がないものが多く，④本体が生活文・詩・記録文にかたよ

大人の文章であれば，地の文は書きことばのみで書かれる

る。編集者と出版社による全国文集は定価が付いており，

ところだが，話しことば（大人の一般的な文章では書かな

投稿募集による採択や，全国の学校文集・地域文集の作品

いほうが適切とされる方言や俗語などを含む口語的な表

からの再掲載などによって，多様な文章を掲載できた。実

現）もよく使われている。方言については，児童・生徒に

際，今回対象とした 58 冊の中には，学校文集の作品が全国

よる方言調べ（研究）が２作品と，方言を題材にした２作

文集に再掲載された例もあったが，本論では重複して集計

品（生活文）があった。いずれも身近な人が方言を使って

しないようにした。

いることから書かれた作品のようである。また，過去の建

⑤の選評は，評を記述したり，順位等を記述したりする

築・道具・習慣などの名称も使われている。

ために，本体とは別にページを割いている場合で，全国文

児童や生徒の作品に最も多く登場する大人は，最も身近

集や，地域文集でも都道府県など広域を対象に編集された

な人物である両親または教師である。教師や親の動作に使

文集に多い。学校文集・地域文集では，作品の末尾や下段

われることばや表現で最も多いのは「言う」に関わる動詞

などに教師による評価文とわかる形で書き加えられている

で，
これを敬語にした「おっしゃる」
「言われる」もみられ

ことが多い。指導教師名や指導日がある文集も多いが，こ

る。
「教える」
「くれる」
「もらう」で，
「教えてくれた」の

れらがない文集も存在する。

ほか，敬語の「教えてくださった」
「おしえていただいた」
「くださった」
「いただいた」も多く使われている。存在の

５．文集の全体的な特徴

「いる」も多く，
「いらっしゃる」
「おられる」もやや多い。
人称については，
教師については「先生」一辺倒である。

文集に収載されている文章の表記と語彙については，次

一方で，両親を表す語形やその表記は多様で，一つの作品

のような特徴がみられる。
まず，表記については，低学年では漢字がほとんど使わ

中に，
複数の別語形や別表記が用いられる場合も見られた。

れておらず，
ひらがなの分かち書きで書かれている。また，

特に「母」を表す語形は多様で，使用された回数が最も多

全体に，仮名遣いや漢字を間違えたまま，あるいは句読点

かった。
よく知られているように，
親族名称はバリエーショ

やかぎ括弧等が不完全な状態で掲載されている場合があ

ンが多く，その語形と体系は地理や社会構造と関係が深い
（日本方言研究会ほか 1978）
。そこで，
「母」を表す語形を

る。
この時期の文集では一般に，
「ありのまま」
「すなおに書
く」という姿勢が重視されており，低学年であればあるほ

文集から取り出し，最初の分析として試みることにした。
調査の方法は７
（１）で後述する。

ど，また文集集団規模の小さい文集であるほど，表記や文
法に間違いがあってもそのまま掲載された傾向がある。教

６．話しことばの意識調査の概要（1959 年）

師も，間違いをそのまま活字に組んだり原紙に書き写した

本論で対象とする文集（昭和 24 〜 34 年）と重なる昭和

りしたうえで指摘が評などに書き込まれており，⑥作文

34（1959）年に，東京都内の児童・生徒を対象にした言語

ワークに引用されているものもある。それらの様子から，

調査による論文がある。雑誌『言語生活』98 号に掲載され

作品の技術的な不具合だけでなく，作品中の人物のふるま

た，柴田武と鈴木たかによる「
『母』と言うようになるま

いについても教材の一部としていたとみられる。

で」である（柴田武 1978 に所収）
。以降，本論ではこの調

指導という点では，児童や生徒が実際に書いた文章と文

査を「柴田調査」と称する。

集に掲載された文章との間にどの程度の違いがあるのか，
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この調査は，調査方法と調査項目からみて，小学生・中

昭和 20・30 年代の文集にみることばと表現

学生・高校生を対象にした「話しことばの意識調査」と位

は，直接話しかけるときの呼び方をそのまま，話題として

置づけられる。それに対し，本論の分析対象は小・中学生

出すときにも使っているわけだ。だから，
「母」と言うよう

による文集の文章に使われたことばや表現である。厳密に

になるということは，話しかけ方と話題のなかでの呼び方

は回答者と執筆者は重ならないが，
時期と使い手が同じ
「話

と を 区 別 す る よ う に な る と い う こ と だ。
」
（柴田ほか

しことば」と「書きことば」を比較することが可能である。

1995:38）と述べている。
続く面接調査では，
質問紙調査での「母」
「非母」の回答

以下，文集データとの比較のために，柴田調査の概要を
まとめておく。柴田調査では，
最初に質問紙調査（5,481 名）

者数が各学年で比例するよう小・中・高において各 100 名

と，次にそこからサンプリングした 300 名に面接調査を

（計 300 名）をサンプリングして行われ，
質問紙調査と同様
の結果を得ている。興味深いことに，
「母」の回答者に対し

行っている。
質問紙調査の対象者の内訳は次の通りである。小学校は

て，
「母」と言うように指導したのは誰か，その時期はいつ

共学だが，中学校・高等学校は女性のみである。東京都内

かを尋ねている。
「先生」が小学校 40％・中学校 55.8%・高

の地域差を見る目的があり，山の手と下町の２校ずつが選

等学校 41.9% で最も多く，時期は入学試験・就職試験の前，

定されている。

という回答が目立ったという。このことと，
「母」の回答率

小学校（５・６年生の男女）
：渋谷区立上原小学校 420

が学年ではなく小・中・高の学校の段階に応じて急激に高
まることとの関連について，指摘している。

名，中央区立京橋小学校 693 名，合計 1,110 名

また，井上史雄（2011）は，柴田調査と，それに後続し

中学校（全校生徒・女性）
：実践女子学園 1,611 名，上

て行われた静岡・焼津・横須賀・東大阪・五箇山での調査

野学園 373 名，合計 1,984 名
高等学校（全校生徒・女性）
：実践女子学園 1,599 名，

データを追加した図１「
「はは」の使用率増加（年齢別）
」
（井上 2011:353 の図 21- ３左）
を示し，
「年齢階梯 age grading

上野学園 791 名，合計 2,390 名
柴田調査では，質問紙調査に A 〜 D の４問があり，た

の典型であり，成人後採用 late adoption の例」として，敬

とえば問 A の質問文は次の通りである。具体的な語を用い

語の習得は一般的な言語習得に遅れて始まることを説明し

ることで回答を誘引しないよう，当時の家庭内での役割分

ている。また，敬語の地域差が都市化と関わり，地方にお

担や児童・生徒との一般的な関係を工夫しながら表現する

いては共通語の習得の最終段階に位置づけられることや，

ことで質問文としたものとみられる。

話し手の社会階層と関係があることについて述べている。

（問 A）あなたは受け持ちの先生からある女の人を紹介
（しょうかい）されました。女の人は先生と同じくら
いの年齢（ねんれい）です。その人はあなたに「遠
足や見学・運動会（体育祭）のとき，おべんとうを
作ってくださるのはどなたですか」
と聞きました。あ
なたの答えを書いてください。
問 A の「母」の回答率は小・中・高の順で，小学校から
中学校，中学校から高等学校へ移るときに急激に高まるこ
とが明らかになった。学年順に増加するわけではないため
言語能力とは「現象の構造」が異なると指摘している。別
場面の問 B（おこづかいをくださるのはどなたですか）
，問
C（病気のときあなたの世話をいちばんよくみてくれるの
はどなたですか）でも，傾向は同様だったとある。

図１

井上 2011:353（
「はは」の使用率増加（年齢別）
）

問 D の母本人に対する呼びかけ場面では，圧倒的に「非
母」
（
「母」以外の語形）が多く，特に「おかあさん」が多
い。ただし，山の手では小学校で「おかあちゃん」
，中学校

７

文集における調査結果

（１） 調査の方法

以上で「おかあさま」
，
下町では「おかあちゃん」で通して

文集の調査は , 58 冊に収載された一作品ごとに，母を表

いる傾向が読みとれるという。問 A の回答との一致率が高

す語とその表記を抜き出し，それぞれの語形・表記の用例

い（81.2 〜 95.0%）ことから，
「
「母」と言わない生徒たち

数を，
地の文と会話文に分けながら数える方法で行った。そ

̶ 19 ̶

竹田 晃子・有働 玲子

の際，使用場面，学校の所在地域（都道府県／区／市町村）
，

と文章に書くべき語形との間で迷いがあったものと考え

学年，性別（名前から判断）などをひかえ，分析に備えた。

られる。

なお，会話文には，母への呼びかけのほか，独言や心の中

なお，会話文でハハが使われた例はいずれも千葉県の同

で言語化した表現を含む。題名の語形は，本文中の語形と

じ学校の次の２例で，書き手の発話の引用や心の中で言語

は異なる場合があるので，地の文の例として計上した。

化した内容とみて会話文に入れたが，地の文にかなり近い

ただし，書き手の母親を表す場合に限定し，次のような

と思われる。後述の図２①で 0.6％，
図３①と図４①で 2.9%

場合は除外した。童話・脚本などのフィクションは，考察

として算出されたが，この２例を除くと会話文ではすべて

の対象から除外した。また，友人・父母・祖父母・動物等

ハハ以外の語形が回答されたことになる。

の母親を表す場合や，家庭内での役割分担者を指す場合の
ほか，感想文で映画や小説の登場人物として使われた場合

家の人に「帰りに病院へいつたら，まだ母はねていた

も除外した。書き手以外，たとえば父親・兄弟姉妹・教師

よ」というとみなうれしそうな顔をして私をみていま

などによる場合や，母親が自分自身について表現した場合

した。
（母の入院・５年生女性）

も，同様に除外した。なお，短歌・俳句では「母」のみが
使われており，細かい文体差を考察する際には重要だが，

太陽の西に傾いた通りを，急ぎ足で歩きながらも，

本論ではいったん除外した。詩については，全ての文集を

「お帰りになつているといゝなあ。
只今と言つて飛び込

確認したところいわゆる散文詩のみで，生活文・記録文と

んで行くと，にこ＼／と笑いながらお帰りなさいと迎

大きく異なる特徴は見られなかったため，
除外しなかった。

えて下さる母……。
」
そんな事を考えている中にいつしか，家の近くまで来

小学生による作品で，母を表す語形が用いられた作品は

ていました。
（母のるす・６年生女性）

異なり数 1,310 点で，うち女性が 759 点，男性が 553 点に
なった。作者名なし／男女共同の作品（計２点）は除外し

以上をふまえ，本論では，作品ごとの異なり語を分析対

た。また，中学生の作品は 127 点で，女性の作品が 92 点，

象とする。そのうえで，たとえば一作品に２種類の語形が

男性の作品が 35 点となった。

使われた場合は一語形を 0.5 として計算することとする。
こ

（２） 全体の傾向

の方法は，柴田調査で一項目に２語形が併用回答された場

具体的な語形（カタカナで表記）は，オカーサン（おか

合の処理と同じである。

あさん／御かあさん／お母さん）
，
オカーサマ（おかあさま

以降では，文集データを全体的に確認したあと，
（３）で

／お母さま／おかあ様／お母様）
，オカーチャン（おかあ

話しことばの意識調査である柴田調査の調査結果と比較す

ちゃん／お母ちゃん）
，
オカーチャマ（おかあちゃま）
，
カー

る。
最初に７種類の語形の全体データを確認しておく。地の

チャン（かあちゃん／母ちゃん）
，
カーサン（かあさん／母
さん）
，
ハハ（母）の７種類で，
表記の異なりは 15 種類（上

文と会話文，小学生と中学生に分けて図２に示した。
ハハについてみると，地の文に使われやすく，会話文で

記括弧内）が得られた。
一作品中に複数の語形が用いられた作品もあった。漢字

はまず使われていない。それ以外の語形は，
会話文に多く，

など表記の違いを無視すると，地の文で２種類が使われた

種類も多い。種類は小学生に多いが，中学生はオカーサン

作品は 96 点（全体の７%）, ３種類は５点（同３％）
，会話

よりもカーチャンの割合が高く，カーサンの使用率も小学

文では２種類が９点（同６%）確認された。地の文では , ３

生より高い。

種類の組み合わせはオカーサン／カーチャン／ハハの１

小学生では，会話文①でも地の文③でもオカーサンが主

点のみである。２種類では，オカーサン／ハハの組み合わ

流で，あまり使い分けていない。中学生では，地の文④の

せが最も多く，オカーサン／オカーチャン，オカーサン／

ハハ使用率が極めて高く，会話文②ではハハが使われてい

カーチャン，カーチャン／ハハが続く。会話文は２種類が

ないことから，約７割が使い分けていることになる。

最多で５点，うちオカーサン／カーチャンが２点，オカー

小学生全体について見ると , １・２年生ではハハを使っ

チャン／カーチャン，カーチャン／ハハ，オカーサン／ハ

た作文がないが , ３年生３点 , ４年生 12 点 , ５年生 58 点 ,

ハが１点ずつある。小学生には高学年が多めで，中学生は

６年生に 61 点と，
中学年から高学年に徐々に増える様子が

特徴がない。複数語形が使われた背景には，話す時の語形

確認できた。柴田調査では低・中学年を調査していないが，
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小学校６年間を通じて学年に応じた増加傾向があるのでは
ないかと思われる。なお，中学生男女のほうは学年に応じ
た変化は目立たなかったが，作品数が少ないため変化がわ
かりにくい可能性がある。

図３
図２

文集データにおける語形：女性を抜粋・全国と都内

文集データにおける語形：全国・男女
図３でも，ハハは地の文に使われ，会話文では使われな

ところで，地の文と会話文の両方で何らかの語形が使わ

い点で図２と同様である。それ以外の語形についても，会

れた作品，つまり場面差を比べることができる作品もあり，

話文のほうで使用率が高く，種類が多いことも，図２と同

小学生 133 点，中学生８点になった。小学生で最も多い組

様である。

み合わせは，
地の文も会話文もオカーサンが使われた 100 点

異なるのは性差と地域差である。地の文を比べると，図

以上で，図２と同様，使い分けられていない作品がほとん

２の③全国・小学生・男女，図３の③全国・小学生・女性，

どである。中学生は会話文それ自体が少ないものの，ほと

図３⑤都内・小学生・女性の順で，ハハの使用率が高くなっ

んどが地の文のハハと会話文のカーチャン／オカーサンと

ていく。
ハハ以外の語形について，図３の①全国と⑤都内の小学

いう組み合わせで，使い分けられている様子がうかがえる。

生を比べると，全国ではオカーサン以外の語形も半分近く
の使用率があるが，
都内ではやや少ない。
共通語形のオカー

（３） 話しことばの意識調査との比較
図３では，文集データから女性を抜粋し，上段①〜④に
全国，下段⑤⑥に都内について，具体的な語形を並べた。

サンに集約されていく度合いについて，当時の地域差が確
認できる。
会話文をみると，図３の①全国・小学生・女性のほうが，

柴田調査の対象は，地域は東京都内，小学生は５〜６年生
のみ，中学生と高校生は女性に限られ，全体の比較では女

図２の全国・小学生・男女よりも，ハハ以外の語形の割合

性のデータのみを集計していたため，文集データも，都内

が高い。中学生は，特にカーチャンの使用率が，全国（図

の 19 冊（No.8 〜 21,28 〜 31,48）から条件を合わせて集計

２②）より女性（図３②）で減っていて，代わりにオカー

した。都内中学校は１冊あるが（No.4）
，用例が１例のみの

サンが増えている。これも，女性のほうが共通語形を習得

ため省略した。

しやすいことの影響が現れたものと考えられる。
さて，最後の図４は，柴田調査における質問紙調査の問
A から女性を学校別に抜き出して上段の①〜③とし，中段
には同様に集計した文集の都内・小学生④⑤を並べ，現時
点では都内中学生の文集が足りため下段に全国・中学生の
⑥⑦を配置した。
「母」
の回答率は柴田調査の③高校生が際
立っているが，文集データには高校生がないので比較でき
ない。
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８．まとめと今後の課題
以上，前半では，国語教育の視点から，
「文集」の定義，
歴史的背景，教育現場における位置づけを述べた。後半で
は，文集に使われている具体的なことばや表現について，
特に「母」を表す語形について調査・分析し，同時期に行
われた話しことばの意識調査の結果と比較した。
ここで，本論の後半をまとめるにあたって気づいた，言
語学的分析における今後の課題についてまとめておく。
まずは，
「母」を表す語形について，文集データの会話文
では種類が多かったが，話し相手や場面によって使い分け
られた可能性や，ハハ以外の語形で方言が使われた可能性
がある。地の文についても地域を分けて改めて集計する必
要がある。都内中学生の文集の増強と合わせて，今後の課
題としたい。
次に，本論で取り上げなかった項目については，たとえ
ば５で少し触れた「言う」
「おっしゃる」などの述部があ
る。文集には普通体と敬体の両方が使われており，若干の
使い分けがみられた。また，いわゆる丁寧体（デス・マス
図４

柴田調査と文集データの比較：
「母」と「非母」

体）と常体（ダ・デアル体）の両方が使われている。
「母」
「非母」との関係は薄いようだったが，
述部については関係

注目したいのは，話しことば（①②）と書きことば（④
〜⑦）の関係である。

があると思われる。今後，分析したい。
「文集」での「指導」について，
生徒や児童による作品の

被調査者・使用者の属性が同じ都内・小学生の①と④⑤

ことばや表現のどの部分がどのように，教師によって修正

を比べると，話しことばの意識調査①は，文集の会話文④

されていたのかという問題がある。
言い換えると，
文集デー

に近く，
「非母」がほとんどで「母」は少数派という点で一

タがどの程度，書き手の書きことばを反映してるか，とい

致する。

うことである。全体を追うことは不可能としても，事例研

一方，中学生では，地域は異なるが②と⑥⑦を比べると，

究が必要であると思われる。また，大人であっても，文章

話しことばの意識調査②は文集の地の文⑦とほとんど同じ

を書く際には書き直すこともあるし，他の人に修正を求め

約 6.5 割で，会話文⑦よりはるかに高く，会話文と話しこ

られることもある。当時の「文集」で，児童や生徒はどの

とばで大きく食い違っている。ただし，⑥⑦は全国データ

ようだったのか。本論では分析には及ばなかったが，課題

である。今後，都内の中学生の文集からデータを集めるこ

である。

とができれば，②と比較できるだろう。都内では，全国の

文集データの収集について，同時期には全国的な文集が

会話文⑥よりずっと早く「母」を使えるようになっていた

中央の出版社から刊行されている。たとえば，
『綴方風土

ことのあらわれであった可能性がある。

記』
（平凡社）
，
『少年少女作文集』
（新潮社）などのような

小学生は，会話文④に「母」がないが，意識調査①では

もので，地域文集・学校文集や投稿作品から集められた，

４% が回答している。僅かな差ではあるが，文集ではより

当時の小中学生のさまざまな作品が掲載されている。内容

話しことばらしい「非母」を使い，場面差を表現している

を見ると，たとえば地域・学年・性などを分けて分析する

可能性がある。

ことが可能であると見込まれる。今後はこれらの分析を行

また，柴田調査では学校の段階が進むにつれて「母」の

う予定である。

回答率が高まっていく様子が①〜③でよくわかる。文集

全国的に作文教育が盛んだった昭和初期までの時期，
「文

データの地の文においても，小学生⑤より中学生⑦のほう

集」
における教師や子どもたちのやりとりや交流を通じて，

が「母」の使用率が高くなっており，話しことばと同様の

広く周知された作文の方法や言葉遣いなどの細かな作法

結果となった。

が，その後の学校教育だけでなく，コンクールや文芸など
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の文化面や，仕事での文章執筆など，
「文集」が日本人の言
語生活に与えた影響は大きかったはずである。また，日本
語ネイティブとしての話しことばや敬語・共通語の習得に
おいても，
「文集」を通じた書きことばの習得は，大きな影
響を与えたはずである。
「文集」の分析を通じて，
課題の解
明が期待される。
付記：本研究は JPSS 科研費 JP19K02688 の助成を受けたも
のである（基盤研究（C）
『昭和 20・30 年代の文集を用い
て多角的に子どもの表現力を探究する研究』研究代表者：
有働玲子）
。
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表１

文集一覧（学校文集）
発行所の
所在地

No.

種類

誌名・巻号等（学年等）

発行年

１

学校

学校文集 石岡の子ども・第７
号（４・５・６年）

1956

茨城県石岡市

石岡小学校・国語研究部

77

２

学校

高鈴クラブ作品集・第１号

1958

茨城県日立市

仲町小学校・作文クラブ

34

３

学校

やつ池・第７号

1953

千葉県入間郡

東金子小学校・国語部

53

４

学校

こばと・第２号

1950

千葉県印旙郡

成田小学校

63

５

学校

見つめる子ら（低学年）

1956

千葉県木更津市 西晴小学校

95

６

学校

わか草・第１号

1954

埼玉県浦和市

本太小学校・国語編集部

71

７

学校

なみき・第６号

1958

群馬県高崎市

佐野小学校・国語部

83

８

学校

めばえ・第２号

1951

東京都杉並区

第七小学校

82

９

学校

めばえ・第４号

1953

東京都杉並区

（奥付なし）

58

10

学校

すぎなえ・第４号

1957

東京都杉並区

第九小学校

82

11

学校

ほうなん

1958

東京都杉並区

方南小学校・国語部

105

12

学校

くがやま：高井戸第二小学校児
童文集・第４号（高学年）

1957

東京都杉並区

高井戸第二小学校・文集委員会

56

13

学校

ほのお・第５号

1951

東京都杉並区

松ノ木中学校・生徒会

72

14

学校

さくぶん・第５号

1954

東京都新宿区

淀橋第一小学校

77

15

学校

サイレン・第３号（５・６年生用） 1954

東京都江東区

第三砂町小学校

46

16

学校

白いくも：育英小学校文集・第
13 号

1958

東京都台東区

育英小学校長

99

17

学校

ひが志：創立 25 周年記念誌

1952

東京都大田区

矢口東小学校

90

18

学校

あさ風・第１号

1954

東京都大田区

徳持小学校

84

19

学校

くすの木・第７号

1958

東京都足立区

千寿第一小学校・国語科研究部

134

20

学校

青山・第４号

1955

東京都港区

東青山小学校・国語研究部

80

21

学校

やよい

1957

東京都板橋区

弥生小学校

213

22

学校

いそご・１号

1951

神奈川県横浜市 磯子小学校

37

23

学校

やまもと・第２号

1954

神奈川県横浜市 山元小学校

73

24

学校

教の園・第 116 号

1950

石川県小松市

52

25

学校

あゆみ・第３号

1951

長野県北安曇郡 大町小学校・国語研究会

128

26

学校

水の影・No.2

1953

山梨県八代郡

右左口中学校

87

27

学校

がぶっちょ・No.1

1955

大阪府池田市

熊野田小学校・作文の会

25

児童文集・第１号
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芦城小学校
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表２
No.

種類

誌名・巻号等（学年等）

文集一覧（地域文集）
発行年

発行所の
所在地

編集者

頁数

28

地 域・ さくぶん：区内小学校児童作文
区
集・４年５号（４年）

1954

東京都世田谷区 世田谷区教育委員会・国語部

65

29

地 域・
かつしか・第７号
区

1957

東京都葛飾区

葛飾区教育研究会・国語研究部

81

30

地 域・
あらかわ・第３号（高学年用）
区

1952

東京都荒川区

荒川区教育研究会・文集編集委員

69

31

地 域・
すみだ・第２号
区

1955

東京都墨田区

区立小学校長監修・墨田区立小学校
教育研究会・国語部

85

32

地 域・ とつか：戸塚小学校・第２号（小
区
１・２年）

1953

神奈川県横浜市

市立戸塚区小学校教育研究会・国語
研究部

172

33

地 域・
にいたやま・その１
市

1957

群馬県太田市

内田正紀

51

34

地 域・
にいたやま・その２
市

1958

群馬県太田市

史苑太古庵内

35

地 域・ 文集 よこはま・第６号（高学
市
年用）

1959

神奈川県横浜市 横浜市小学校・国語教育研究会

147

36

地 域・ 文集 さがみはら・第９号（高
市
学年）

1957

神奈川県
相模原市

68

37

地 域・
あおいそら・第 12 号（１・２年） 1952
市

静岡県静岡市

38

地 域・
作品集・第１集
市

1949

北海道旭川市

北教組歌志内支部文教部

31

39

地 域・
ひざし・第６号（小１・２・３年） 1953
郡

千葉県印旙郡

印旛郡国語同好会

86

40

地 域・
ひざし・第９号（小４・５・６年） 1956
郡

千葉県印旙郡

印旛郡国語同好会

118

41

地 域・
ひざし・第 10 号（中学校）
郡

1957

千葉県印旙郡

印旛郡国語同好会

108

42

地 域・
ふもと（中学校）
地区

1954

静岡県富士地区 富士地区教育研究協議会出版編集部

48

43

地 域・
みどり野・創刊号（小学５年）
県

1950

埼玉県

埼玉県教育委員会事務局指導部監
修・埼玉県文集北足立（三市）地区
編集会

65

44

地 域・
緑野・第９号（中学３年）
県

1957

埼玉県

埼玉県国語教育研究会北足立地区

67

45

地 域・ 谺 KODAMA・昭和 25 年度第
県
２号（中学１年）

1950

埼玉県浦和市

埼玉県教育委員会事務局指導部内
埼玉県文集編集会

33

46

地 域・
秩父嶺（中学２年）
県

1958

埼玉県秩父市

埼玉県文集秩父地区編集会

51

47

地 域・
作文
県

1952

千葉県千葉市

作文ちばの会

36

48

地 域・ 東京の子ども・昭和 29 年度（小
都
学１・２・３年）

1954

東京都千代田区 東京都教職員組合教育研究会議

66

49

地 域・ 作文運動：兵庫作文の会機関誌・
県
第９号

1952

兵庫県豊岡市

70

ちば・７月号

̶ 25 ̶

新田山刊行会

相模原市小学校教育研究会・国語部
「青い空」編集委員会

兵庫作文の会

53
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表３

文集一覧（全国文集・その他）

誌名・巻号等（学年等）

種類

50

全国

作文クラブ・１号

1954

東京都品川区

51

全国

小学

1956

東京都千代田区 作文の会

42

52

全国

小学 作文・３月号，第４巻第
３号（小学中級用）

1956

東京都千代田区 作文の会

42

53

全国

小学 作文・３月号，第４巻第
３号（小学上級用）

1956

東京都千代田区 作文の会

42

54

全国

中学 作文・３月号，第４巻第
３号（中学校）

1956

東京都千代田区 作文の会

50

55

全国

作文・第９号（小学上級用）

1957

東京都千代田区 作文の会

43

56

全国

作文の力（３年生）

1957

東京都文京区

今井誉治郎・来栖良夫・野口茂夫

58

57

全国

さくぶん がっこう・第５巻第
６号（１年生）

1959

東京都文京区

日本作文の会

112

58

全国

さくぶん がっこう・３がっき
（１年生）

1959

東京都文京区

日本作文の会

36

さくぶん（小学初級用）

発行年

発行所の
所在地

No.

編集者

頁数

全国作文教育研究所（指導・編集）

67

59

地 域・
氷見作文（論文集）
市

1953

富山県氷見市

氷見作文研究会
山県氷見市）

60

地 域・ 作 文 開 拓・ ３ 月 号 No.20, 特 集：
県
児童詩の考え方導き方（論文集）

1956

福岡県

みやこ作文の会

46

柴峯・第１巻第２号（卒業生の
文集）

1949

東京都杉並区

杉並第七小学校第 16 回生同期会

42

61

学校

̶ 26 ̶

東小学校校内（富
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地域の生涯学習活動を活かした社会的処方の可能性
〜 社会関係資本としての生涯学習活動 〜
川口 一美
地域において，今後ますます生涯学習の役割は増えてくる。超少子高齢社会の現状，生
涯学習の対応する範疇は広がっていく。本稿はその中でもとりわけ，福祉的視点が今後の
社会の中では重要な生涯学習のポイントになると捉え，社会的処方という手法を生涯学習
活動に用い，学習者や地域の資源の増加，地域の力，社会関係資本の増強ができないかと
考えた。
とりわけ，今実際に生涯学習に関わる職員や実践者の意識等が変わることですぐにはじ
められる部分もあり，人口減少社会の中でも地域で自立した生活を送るための活路となれ
ばと考える。

はじめに

共有することができるようになった利点もある）
，
展開につ

少子高齢化，核家族化が進み，またコロナ禍等の社会状

いては今後の課題も多い。

況に伴い人とのつながりの希薄化がより進む現在，社会の

これまでの生涯教育（社会教育）の成果は上にも述べた

中で，私たち自身の自立（人づくり）と社会（地域）生活

が，①学校教育と連携等をして地域コミュニティに活動の

の安定のための絆，地域づくりが求められている。

土壌を作ったこと，②家庭教育にも入り込み学習の機会や

この社会の中で現在求められている人づくり，
絆づくり，

対象を広げ，また活動する人を増やしたこと，③生涯学習

地域づくりは生涯学習がこれまでも地域で行ってきた事柄

を社会の誰しもができる当たり前のこととして，多様な学

でもある。よって，今後ますます生涯学習やその意味，意

習機会や場を様々な方法で提供したことにある。これらの

義は大きく，重要になってくると考えられる。また，それ

①〜③により地域の人々の教養が向上，健康も増進，関わ

に伴い学習したい，活動したい意欲のある人のみならず，

りも増えた。また何より住民同士が学び合い，教え合う機

そうでない人も巻き込みながら，活動を広げ深化させるこ

会を持ったことで，自助，共助の関係のベースを作ってき

とを求められている。

た。これにより，地域の社会関係資本（ソーシャルキャピ

地域において，生涯学習にはこれまでも成果をあげてき
た。学校教育や家庭教育，全世代に対する学習の機会を提

タル）も増え，多くのキーパーソンやネットワークが生ま
れた。

供しつつ，地域コミュニティの中での学びや実践の場を提

この内容成果は，私たちの社会にとって大きな財産であ

供し関係を作り，学びの場を増やしてきた。だが，昨今の

るといえる。ただ，ひとたび活動の中を見てみると，実践

COVID-19 の影響や社会の状況の変化，
（学びの）格差の広

者が固定して誰かだけが大変な状況になったり，ハード面

がり等々により，必ずしもコミュニティの中での対応，実

での限界，キーパーソンの意識や自由度が少ないことなど

践が十分であるとは言えない。
また，
多くの生涯学習が様々

が見えてくる。このような問題が軽減されれば活動はもっ

な学習の機会として提供されているが（コロナ禍ではＩＴ

と自由に広がりを持ち，かつ社会の中で今まで入れ込めな

化も進みリアルタイムで離れた人達と時間や場所，事柄を

かった層をも巻き込んだ自助，共助も可能になってくるの
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＜社会の中で求められているもの＞

＜生涯教育の役割＞

〇個人の自立（人づくり）

〇人々の教養の向上，健康の増進，人と人とのかかわり
（絆）up

〇絆づくり，地域づくり（社会関係資本の構築） 〇学びたい人が学べる，地域で学べる，年齢層に関わらず学び，
活動できるようにサポート
（自助，共助のベースづくり）
〇地域で，自分自身で実践

＜近年の生涯学習の目指したもの，成果＞
・学校教育との連携で地域コミュニティの活性化
・家庭教育のすそ野を広げ，学習の機会を提供し，実践者を増やした
・いつでも，どこでも，だれでも学べる，参加できる，関われる場や機会の提供
（仲間ができる）

図１

社会で求められていることと生涯学習のこれまでの成果
見ても，高齢者となっても元気な人も増え，人生が長くな

ではないかと思う。
（図 1）
とりわけ，現状の社会の変化の中で求められていること

ることで学びや活動についても目が向くようになったとい

（図２）は，
これまでも生涯教育に内包されていた福祉教育

える。地域での生活や趣味，生きがいのみならず，また同

の部分の意義を再考，実践形成をすることで地域の課題や

時代の高度経済成長後の核家族化が進んだ地域社会で生き

問題の突破口になるのではないかと思う。

ていくための繋がりを求めてまた，そういうことが必要だ
と認識する（学習者として意識の高い，意欲のある）人た

〇地域の中で学習者が固定

ちが増えていった。

（裾野の広がりをより進めたい）

社会状況や各々の背景から生涯学習の今，ここで，教え

〇学びと実践のＰＤＣＡのスパイラル状況の温度差

―教えられるという学び，また学んだことを地域等で実践

（学びっぱなし，実践せずのもったいない状況 / フル
稼働で燃えつき）

するという連動した動きが定着していった。公共性のある
拠点での活動は，誰しもがアクセスしやすい，また誰にで

〇ＰＤＣＡを回すためのキーパーソンの存在

も開かれた場所で広がっていった。その中で地域のボラン

（キーパーソンの対応で広がりが異なる）

タリーな活動と連動し，この学習活動が地域に根付いて

〇学びの場，集う場の自由度がない

いった。その活動が地域のセーフティネットを作りだし，

（プラットフォームとしての機能がうすい）

図２

地域で生涯学習に興味がない層にも影響を与えた。生涯学

現在の生涯学習の抱える問題

習で学んだキーパーソンや実践者たちが地域に出て実際に
活動を始めたからだ。そこで生涯学習に興味がない層（と

１．生涯教育の中の福祉教育的意味

りわけ問題を抱えていて誰かとつながったほうが良い層，

生涯学習の身近な拠点は教育・文化の拠点であり，かつ

もしくはその予備軍）これまで地域活動に加わっていな

地域のたまり場として社会事業や慈善事業団体が拠点と

かった層もまきこんでいった。
（たとえば，
定年退職前後の

し，住民や他の団体等と接点を持ち，一緒に協力する場で

ソフトランディングを考える人たち）に接点が生まれた。

もある。特に公民館は生活扶助や盛業扶助，総裁扶助，宿

（表１）

所提供，託児事業，授産事業にも取り組むことが明記され
ている。このようなことから生涯学習及びその拠点は福祉
に関わる事業を展開する，
求められる（することができる）
ということが分かる。
とりわけ，地域の中の「個」に関するアプローチはこれ
までもずいぶん行われてきた。1970 年代以降急速に高齢者
の生きがいや社会参加等で注目を浴び，生涯学習のすそ野
も広がった。またこのころは日本の寿命の伸びの観点から
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表１

生涯学習と地域課題の類型

た。よってまずは，地域の生涯学習の状況や地域にある問

課題例

活動

題を明らかにしようと試みた。ただ，その過程の中でそも

孤立・孤独（死）

安否確認，実態把握，交流

そも生涯学習，生涯教育は学習をすることはもちろん地域

徘徊，認知症等

見守り，安否確認，交流，啓発

の中で，集い，つながり，自ら動くことをよしとしている

消費者被害

啓発

災害時要援護者

実態把握，取り組み体制の構築

性格上，社会的処方の担い手となる可能性に行き着いた。

日々の困りごと

交流，実態把握

一時的な要援護者

見守り，安否確認，実態把握，
居場所の提供

直接的な社会的処方との関係の事柄ではないが，パット
ナムが 2 つの著書の中で，社会関係資本について述べてい
る。
「社会関係資本（Social Capital）は社会の効率性を改善

社会問題
実態把握，啓蒙，ネットワーク構
（虐待，貧困，孤立等） 築交流，居場所
地域とかかわりがな 自分のできることを地域で実践
い

できる信頼，規範，ネットワークといった社会組織の特徴
で自発的な協力が促進されると述べている。社会関係資本
（Social Capital）が増えると住民の健康度や満足度が改善，
犯罪が減る等という地域の環境や個人の生活面の向上が見

結果としてこれらの活動が地域の中の状況を把握した
り，接点を作っていき，それが定着したことで網の目のよ
うなネットワークができ，社会関係資本（ソーシャルキャ
ピタル）が増え，
またセーフティネットも結果的にできた。
よって，今後もこの活動を地域で積極的に進めることでよ
り地域は暮らしやすく，私たちの生活や活動はより自分ら
しく自立（自助，公助を活用したものとなっていくであろ
う。

て取れた研究がある。ODCE（2001）等の指摘として社会
関係資本と国民生活の関係を述べている。例えば，社会関
係資本は健康増進を導く可能性がある。社会的つながりが
あるかどうかや平均余命の関係が示されている。
（これは近
年日本でも話題となっている孤独死の事例を追っていって
も言えることであろう。
）加えて，
教育面においても親が学
校に関与すると子どもの学習意欲が上がる。社会的なつな
がりが多いほど子どもの学習体験の機会が増えるとされて
いる。
また犯罪発生の低下についても，
社会的なネットワー
クや絆，関わりが罪を犯すことの抑制の効果があるとされ

２．生涯学習と社会的処方の関係
社会的処方（Social prescribing）は，英国発祥の考え方，
実践方法で，地域社会の中で，問題を抱える人に（医者等
が診察，
投薬を処方するだけでなく）リンクワーカーが（と
いう担当者がその本人に関わり）
地域社会の資源を使って，
おのおのの接触できる人（プレイヤー＝紹介する，接点を
持つ人（人，団体等）
）と結びつけ接点，交流を持つことで
その人に生きがいや他者と関わりを増やしてもらいその人
らしい生活を送る（問題の軽減と生活しやすい環境づくり
等）
ための関わりを作ることである。
（つながりをふやして
いくことが目に見えやすい）
またそれをしていくと結局，副産物として，地域の中で
関わる人やモノ，社会資源が増え，活動が深まればネット
ワークも構築され，
結果的に社会関係資本
（Social Capital）
，
地域の繋がり（人，モノ，かかわり，機会など）が結果と
して増えることになる。
本稿では，現状の生涯学習の課題となっている担い手不
足や問題解決力の低下を防ぐ方法を検討し，また地域の現
状である地域で孤立しがちな人たちも含め生涯学習や人と
のつながりを通して，この問題に向き合えないか，これら
の問題の突破口が社会関係資本にあるのではないかと考え

ている。国民生活面の効果において，
そう考えると，
コミュ
ニティの活動に（生涯学習に）興味がある人かどうかにか
かわらず，活動に関わることで，エンパワメントされ，自
立的になるのではないかと考える。
ただ，一方パットナムのこの社会関係資本については，
負の側面もあげられている。パットナムの著書「孤独なボ
ウリング」の中で強力な社会関係資本の仲に「排他性」の
危険生を認めている。つまり個人の自由を制限したり，違
いを損なうなどのマイナス面も指摘されている。また，社
会の仲で，この資本の蓄積は均一ではない。地域や組織へ
の参加や信頼等は属性，立場（階層）等によっても異なり
あるところに集中しないところには蓄積しないということ
もある。よって，その蓄積しないところでは（意識的に蓄
積しない限り）
例えば犯罪の温床にもなり得る。
（たとえば
劣悪な環境をそのままにしておけば，
より状況は悪くなる）

3．福祉専門職と地域住民の連携（社会資源とし
てのマンパワー）
生活に関する部分の自助，共助は理解ができても問題を
抱える人を支えることは，専門職が行うべきということも
もっともである。しかし，現在の福祉や社会保障的な観点
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で言えば，すべてを国が行ったり，一カ所の施設に収容す

難を有する人の学習の機会（関わりの機会）の充実を求め

るような形の福祉，保障から本人が選び契約する（競争原

る必要があるからだ。

理が働き，質も高まる）福祉，施設から地域社会へ普通の

また，実際に行っている活動の質の保証や向上，成果を

生 活 の 実 現 で き る よ う に 方 向 変 換 を し て い る。Social

確認し，実践者たちのモチベーションが下がったり，燃え

Welfare から，Well-being へ福祉の考え方や対応のしかた

尽きて貴重な人材がいなくならないような配慮（世代交流

もスイッチしている。

や後輩育成，横の仲間の増員・確保，サポーターの補強等）

この少子高齢社会の中で，財政的にもマンパワー的にも

もして行かなければならない。そのためには学習の場を提

家族内の支援か国の支援かというような二項選択ができる

供している所が，
そういう場やシステムを担う必要がある。

状況ではなくなり，また社会や私たちの考え方としても扶

昨今のコロナ渦で学習の機会､ ICT 教育やデジタルコン

養，生き方に対するスタンスが依然と変わってきている。

テンツ等の活用は全体的に底上げされ急速に進んだが，対

ただ，実際に考え方や方向性が変わってきても支える土壌

応の差，地域の社会資源の差でデジタルデバイドが今もな

や社会資源がなければこれは定着しない。よって，専門職

お存在する。
生涯学習の差が大きくならないためにも今後の生涯学習

だけが支援に関わる，意識の高い，問題意識を持った人だ
けに任せておける状況でもない。
（例えば地域によっては，

に関わるものの対応の変化は重要である。自らがアウト

今後数十年のうちに限界集落となり，地域での社会生活が

リーチし，
地域や個々人のニーズを把握できるような人材，

立ちゆかなくなる場所も多い。またこれは，地方に限った

つまりリンクワーカーとしての自己を作る必要がある。

ことではなく，首都圏でも場所によっては起こりうること

実際，生涯学習に関わる人（職員や担当者）は，コミュ

である。
）そう考えると，
自分の生活を地域の中で継続する

ニティのサークルやグループをよく知っている。誰に連絡

ためにも，また地域が生活する場としてきちんと機能する

を取れば話しがつながるのか，どのグループは何ができる

状態（よりよい状態で）を今から準備しておく必要がある。

のか等，
つまり，
このような地域に存在する社会資源を知っ

また支える人の問題をとっても家族が問題を抱える人の

ているのはコミュニティに関わって現状の生涯学習を運

サポートをすることが当たり前の私的扶養の時代は終わっ

営，作っている人であり，またその生涯学習を地域で行い

た。かといって，福祉専門職は重要な仕事，必要な人材と

ながら生活している人々である。生涯学習の運営側と学習

いいつつ，福祉を目指す人材はそう多くはない。外国から

の実践をしている人，これからする人（しはじめた人）を

の人材についても限定的な場所での活躍となることから地

あわせる場（プラットフォーム）を地域にうまくつくって

域の様々な社会的な課題，社会的な孤立，資源を内包しな

いくことが求められている。

がら，私たちは自分たちの中で，自分たちの地域で支える

5．社会的処方が生涯学習の人作り，絆づくり，

仕組み，協力する関係性を作ることが求められる。

地域作りと地域住民の自助，自立につながる
理由

そこで，グラノヴェッターが「弱い紐帯の強み」で言っ
ている橋渡しができるキーパーソンと関係性が求められる
のだ。

何より，人との関わりが増えることで地域の人々の生活
上のセーフティネットが追加されるということが言えるだ

4．生涯学習とアウトリーチ

ろう。また，人との関わりが増えれば社会化され，また，

これまでも生涯学習は，人づくり，絆づくり，地域作り

人とのやりとりを介して自分を認識したり，グループの一

を行ってきた。ただ，実践的取り組みを継続しやすいよう

員としての自分や他者に必要とされる自分を感じることも

に支援したり裾野を広げる活動については今後の課題であ

あるだろう。仲間が増え，結果的に地域や人を支える社会

るとされ，現状計画等の中にもそれが見て取れる。ここで

資源，社会関係資本が増えていく。実際のやりとりが孤立

言う継続的な支援とは，
実践者のみならず，
実践者をサポー

や孤独を減らし，誰ともつながれない状況から自分のペー

トする職員等の動き，関わり方等のバージョンアップを意

スで関われる状況に変化していく。長期的に見たら，心理

味する。
（燃え尽きない，仲間が増える仕組み，できる範囲

的な健康の改善，生活の質の向上，自己肯定感などの高ま

の関わり，キーパーソンを増やす等）なぜなら，これから

りなどの成果も現れるかもしれない。そういうプラス面が

の生涯学習は，現代的／社会的課題に対応した学習の機会

あれば，また新たな生涯学習を追加し，学び合い，実践に

を設けたり，学びたい人のライフステージ，社会生活の困

結びつくのではないか。
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地域や家庭の中で孤立しない，ということはその人の寿

菊池

月刊社会教育 2013 年 4 月号

命においても単なる平均寿命に関わるのではなく，健康寿
命に関わる部分といえるだろう。健康であれば（病気や障

一春 「社会教育職員の室と真価が問われる時代」

手塚

英男 「地域自治−根本の問題に眼を」 月刊社会教

育 2012 年 9 月号

がい等とうまく関わることができれば）結果的に地域も生
涯学習も活性化していく。自分のできることを社会資源，

ロバートパットナム

財産として教え合い，学び合う機会がより増えることにつ

グラノヴェッター

ながっていく。

6．生涯学習を通して地域で自立した市民として
生きるために
現状の生涯学習のもつ課題は主体的に学ぶ学習者をいか
に増やすか，また，地域の特性やニーズに合わせていかに
学習，地域を作っていけるかということにある。社会的処
方という裾野を広げる行為を通じて社会資源とマンパワー
を補強し，地域の社会関係資本を増やしていく。そのため
に生涯学習に関わる私たちがしなければいけないことは，
人材を発掘すること（キーパーソンとなるリンクワーカー
を育てる）
，協力・連携できる資源（プレイヤー等）を増や
すことである。
まずはキーパーソンとなるリンクワーカーとして対人援
助の専門職は職場を離れてもそのスキルは活用できる。ま
た，生涯学習に関わる職員はリンクワーカーとしての情報
をすでにもっている。よってその外にその知識をつなぎ，
活用する方法を身に付け，リンクワーカーとしてより中心
的な存在となっていく。プレイヤーは現状の学習者や地域
のニーズをもつ人々，その人たちを学習を通じて，資源に
変えていく。
そのためにもまずは生涯学習に関わる私たち自身がリン
クワーカーとなるべく心づもり準備，意識をする必要があ
るだろう。そして何より，どうしたらキーパーソンが地域
に増えるのか社会的処方を担うことができるのか，その関
わりを実際に実践者として行い検証する必要がある。

参考文献
令和 3 年

高齢社会白書

令和 3 年

厚生労働白書

西智宏

社会的処方

牧田満知子

ソーシャルキャピタルを活かした社会的孤立

への支援
藤本健太郎

学芸出版社

ミネルヴァ書房
ソーシャルデザインで社会的孤立を防ぐ

ミネルヴァ書房
酒匂

一雄 「サークルから当事者活動の連帯 ･ 交流へ」
刊社会教育 2012 年 5 月号
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柏書房

ユニバーサルツーリズムに関する情報発信の現状と課題について
蓑輪 裕子
本研究では，ユニバーサルツーリズムに関するＷｅｂサイトでの情報発信に注目し，現
状の調査を通じて，課題を把握した。その結果，多様な観光情報サイトでバリアフリー情
報が発信されていたが，地域性，継続性，利便性の点で課題も見つかった。観光情報サイ
トがばらばらに存在するのではなく，基盤となる機関から一元的に発信されていると見や
すく利便性が高い。また，その維持管理・更新には継続性が求められるため，より大きな
ネットワークで情報の更新にあたることが必要とされていた。

１

研究の背景と目的

もが気兼ねなく参加できる旅行を目指している」と記載さ

我が国は観光立国をめざしており，観光立国推進基本法

れている。誰もが気兼ねなく快適な観光をできるようにす

の制定（平成 18 年）や，観光庁の設立（平成 20 年）等，

るためには，観光施設や宿泊施設，交通機関等のユニバー

観光立国に向けた取組みが推進されている。観光立国推進

サルデザインの配慮や人的支援の有無等，各種の情報を簡

基本法第 21 条には，
「国は，観光旅行者の利便の増進を図

単に入手できることが必要となる。そのためには，それら

るため，高齢者，障害者，外国人その他特に配慮を要する

の情報がスマートフォンやパソコンで気軽に検索できるこ

観光旅行者が円滑に利用できる旅行関連施設及び公共施設

とが好ましく，インターネットによる情報発信がもっとも

の整備及びこれらの利便性の向上，情報通信技術を活用し

有効だと考えられる。
そこで本研究では，
ユニバーサルツー

た観光に関する情報の提供等に必要な施策を講ずるものと

リズムに関するＷｅｂサイトでの情報発信に注目し，それ

する。
」とあり，
特に配慮を要する観光旅行者のための環境

らの実態を把握する。これらの動向を踏まえて課題を整理

整備の重要性や，観光に関する情報提供の必要性について

し，Ｗｅｂサイトでのユニバーサルツーリズムの情報発信

明記されている。

の今後の方向性と必要な対策について検討したい。

その後，平成 25 年に東京オリンピック・パラリンピック

ここで用語について整理しておくと，ユニバーサルデザ

の開催が決定し，
平成 28 年には内閣総理大臣を議長とする

イン（３）とは，
「あらかじめ，障害の有無，年齢，性別，人

（１）
「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」
において

種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう都市や生

三つの視点がまとめられた。その内容は，視点１「観光の

活環境をデザインする考え方」であり，
バリアフリー（３）は，

魅力を極め，地方創生の礎に」
，視点２「観光産業を革新

「障害のある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）と

し，国際競争力を高め，我が国の基幹産業に」
，視点３「す

なるものを除去するという意味」とされている。障害のあ

べての旅行者が，ストレスなく快適に観光を満喫できる環

る人を対象とするバリアフリーよりも，多様な人々の利用

境に」
となっている。視点３では具体的な施策概要として，

しやすさを考慮するユニバーサルデザインのほうが対象者

「オリパラに向けたユニバーサルデザインの推進：高い水準

の幅が広い。このため，障がいのある人を対象とするババ

のユニバーサル化と心のバリアフリーを推進」と記載され

リアフリーツーリズム（バリアフリー観光）という用語よ

ている。

り，ユニバーサルツーリズムのほうが対象者の幅が広いと

以上のような背景から，高齢者や障がい者等，配慮を要

考えられる。しかし実際には，両者の相違をあまり区別せ

する人々のための観光のあり方が注目されており，観光庁

ずに用いることも多く，比較的古くから活動をしている団

（２）

では近年，
ユニバーサルツーリズム促進事業

を推進して

体は，はじめに使われていたバリアフリーという用語をそ

いる。この事業に関する観光庁Ｗｅｂサイトには，
「ユニ

のまま使用している場合などもある。そこで本論でも，ユ

バーサルツーリズムとは，すべての人が楽しめるよう創ら

ニバーサルツーリズムとバリアフリーツーリズムをほぼ同

れた旅行であり，高齢や障がい等の有無にかかわらず，誰

義として扱うこととする。

̶ 33 ̶

蓑輪 裕子

なお，視覚障がい者がＷｅｂサイトを利用する際には，

ｅｂサイトに着目するもので，ユニバーサルツーリズムに

別途，Ｗｅｂアクセシビリティの検討が必要であり，外国

関連する団体の取り組みの現状を把握し，課題を明らかに

人旅行者についても，多言語への対応など，より多面的な

するとともに今後の展望を考察するものである。

情報提供が必要となる。今回はこれらの対策については踏

全国バリアフリー旅行情報サイト（４）について

み込んでおらず，日本語表記のＷｅｂサイトをパソコンな

４

どで検索して視覚情報を得る場合の情報発信のあり方を検

１）全国の観光バリアフリー情報

討するものである。

「全国バリアフリー旅行情報サイト」は，日本バリアフ
リー観光推進機構が運営しているポータルサイトで，平成

２

研究の方法

22 年に設置された。日本バリアフリー観光推進機構は，三

ユニバーサルツーリズムの情報を掲載しているＷｅｂサ

重県の特定非営利活動法人（以下，NPO）伊勢志摩バリア

イトを検索し，掲載されている情報の内容，サイトを運営

フリーツアーセンターと島根県の NPO プロジェクトゆう

している団体の概要を把握した。検索時期は，2021 年８月

あいが連携して立ち上げたもので，総務省地域ＩＣＴ広域

〜 2021 年 10 月である。調査したＷＥＢサイトは，

全国

連携事業の交付金を利用して，全国各地の観光バリアフ

観光庁「ユ

リー情報を発信するサイトを創設したものである。この種

として記載の

の情報サイトの先駆けと言える存在である。令和３年 10 月

観光庁「心のバリアフリー認定

現在は，日本バリアフリー観光推進機構の会員となってい

（４）

バリアフリー旅行情報サイト

（18 団体）
，
（５）

ニバーサルツーリズムの主な相談窓口」
あった団体（57 団体）
，
（６）

制度登録施設」 （観光案内所等として指定を受けた 18 施

る団体が，18 団体，掲載されている（表 1，図１）
。

（７）

設）
，

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会

連）
，

自治体の公的な観光協会（47 都道府県）である。

（全旅
表１

その他，ユニバーサルツーリズムに関する全国的な組織
として，特定非営利活動法人日本ユニバーサルツーリズム
推進ネットワーク（８）があり，
全国各地のユニバーサルツー
リズムセンターを紹介するポータルサイトを作成している
が，現在は大規模更新の準備中とのことであり，今回は調
査の対象外とした。

３

既存の研究について

ユニバーサルツーリズムについては，地域経済の活性化
の視点から調査を行った伊藤による一連の研究（９）〜（14）があ
る。先駆的な取り組みを行っているバリアフリーツアーセ
ンターの設立の経緯や運営方法，発展の経緯等について詳
細に調査しており，行政，観光協会，福祉団体，市民等が
どのように役割分担をして協力体制を構築したらよいか明
らかにしている。また，観光庁のユニバーサルツーリズム
に関する一連の報告書（15）〜（19） においても，ユニバーサル

全国バリアフリー旅行情報に掲載されている団体
地域

１
２
３
４

名称

組織

東北４ 秋田バリアフリーツアーセンター
仙台バリアフリーツアーセンター
山形バリアフリー観光ツアーセンター
ふくしまバリアフリーツアーセンター

一社
NPO
一社
NPO

５

関東１ 湘南バリアフリーツアーセンター

NPO

６
７

中部２ 石川バリアフリーツアーセンター
チックトラベルセンター ハートTOハート
（愛知）

NPO
株式会社

８
９
10

近畿３ 伊勢志摩バリアフリーツアーセンター
京都バリアフリーツアーセンター
奈良バリアフリー観光ツアーセンター

NPO
株式会社
NPO

11
12
13
14

中国４ トラベルフレンズとっとり
松江／山陰バリアフリーツアーセンター
呉バリアフリーツアーセンター
広島バリアフリーツアーセンター

NPO
NPO
NPO
民間任意団体

15
16
17
18

九州４ 佐賀嬉野バリアフリーツアーセンター
長崎県ユニバーサルツーリズムセンター
別府・大分バリアフリー観光センター
かごしまバリアフリーツアーセンター

民間任意団体
NPO
NPO
NPO

出典：全国バリアフリー旅行情報．日本バリアフリー観光推進
機構．
http://www.barifuri.jp/portal/index.html（参照 2021-10-17）よ
り筆者作成

ツーリズムの先駆的な取り組み事例が多数，紹介されてお
り，推進にあたっての課題，今後の方策等が検討されてい
る。実際にモデル事業などを実施しながらユニバーサル
ツーリズムの促進を図っている。そのほか，竹内（20）は，旅
行業者の取り組みを把握し，旅行業者の意識改革とその実
践によりユニバーサルツーリズムが促進されることを明ら
かにしている。
本研究は，上記を踏まえて，情報発信のツールであるＷ
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報提供や旅行アドバイスを行う相談システム」と表現して
いる。また，一律の基準だけでは示しきれない多様な側面
があるため，一人ひとりの状況を踏まえて相談に乗るシス
テムが大切だとされている。このため，パーソナルバリア
フリー基準に基づき調査したデータをすべてＷｅｂサイト
で公開することはしておらず，詳細な情報は各相談セン
ターへの問い合わせを推奨している。特に宿泊施設では，
データだけでは誤解が多いため，あえて詳細な内容は伏せ
ていると記されている。全国バリアフリー旅行情報のサイ
トも同様の考え方で表記されている。
パーソナル基準の主な項目は表２の通りである。車いす
図１ 全国バリアフリー旅行情報のＷＥＢサイト（トップページ）
出典：全国バリアフリー旅行情報．日本バリアフリー観光推進機
構．http://www.barifuri.jp/portal/index.html（参照 2021-10-17）

掲載されている団体の所在地は，東北４か所，関東１か

利用者，視覚障がい者，盲導犬ユーザー，オストメイト，
ベビーカー利用者など，多様な利用者を想定した内容と
なっている。また備考欄では，アクセスのしやすさや混雑
の状況など，実際の利用しやすさが紹介されている。

所，中部２か所，近畿３か所，中国４か所，九州４か所と
表２

なっている。
各地方の都道府県数と考え合わせると，中国，東北，九
州の順で多い。関東，近畿は比較的少なく，四国は掲載さ
れていない。
本サイトの紹介文（４）によると，会員の各団体は，
「パーソ
ナルバリアフリー基準」
の調査マニュアルに沿って観光地の
バリアフリーの状況を調査しており，
利用者の相談に乗る相
談センターを常設している。
「パーソナルバリアフリー基準」
とは，
伊勢志摩バリアフリーツアーセンターが開発した基準
を日本バリアフリー観光推進機構が全国統一の基準として
まとめたもので，障がい者や高齢者をはじめ，さまざまな人
が安心して旅行を楽しめることを意図して作られている。
そ
の基準の基本的な考え方の一つ目は，
「障がい者視点の調査
により，観光施設などのバリアを明らかにすること」
，二つ
目は，
「常設の相談センターにおいて，利用者からの相談を
受けること」とされており，基準を満たすためには，調査と

パーソナルバリアフリー基準の主な項目

＜宿泊バリアフリー情報＞
・障害者専用駐車場

・貸切風呂

・館内車いす対応トイレ

・エレベーター

・車いす対応トイレ付き客室

・補助犬

・車いす貸出

・部屋食

・特別食対応（糖尿病など）

＜観光情報＞
・障害者専用駐車場

・車いす対応トイレ

・貸出し車いす（有料・無料） ・補助犬
＜駅のバリアフリー情報＞
・駅構外から改札へのアクセス
・エレベーター

・改札からホームへのアクセス

・車いす対応トイレ

・点字表示付き券売機

・注意点・備考
＜飲食施設のバリアフリー情報＞
・入口段差（有無，詳細） ・車いす対応トイレ

・洋式トイレ

・テーブル席（テーブル下の高さ） ・特別食
・バリアフリー備考
＜バリアフリートイレ情報＞
・所在地

・利用時間

・休館日駐車場

・ユニバーサルシート

・オストメイト
＜トイレ詳細情報＞
・入口（扉の種類・自動または手動・幅）
・個室の広さ（便器に向かって

たて・よこ）

・便器種類（タンクの有無） ・手すり（位置・形・可動か固定）

相談システムの両方が必要とされている。
各団体はこの基準に基づき，宿泊施設，観光施設，交通

・水洗方法

・温水洗浄便座

・操作パネル位置

・その他設備（緊急ボタン・ベビーシート・ベビーチェア・

機関，
飲食店，
トイレなどのバリアをすべて調べ上げてデー

洗面台手すり） ・備考

タ化している。また調査は，各団体の地元の障がい者やそ
の支援者等によるグループが行っており，相談センターの

２）運営組織
18 団体の運営組織を見ると，
特定非営利法人が 12 ともっ

スタッフも，調査を行ったメンバーが中心とされている。
「パーソナルバリアフリー基準」を開発した「伊勢志摩バ

とも多く，一般社団法人 2，株式会社２である（表１）
。

リアフリーツアーセンター」のＷｅｂサイト（21）では，この

団体が取り組んでいる業務の内容を整理すると，表３の

基準について，
「旅行者が行きたいところ，楽しみたいこと

ように多岐に渡っている。観光に関するバリアフリー情報

を実現するために，旅行者一人ひとりの状況に合わせて情

の発信に留まらず，そのための施設のバリアフリー調査，
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バリアフリー化に向けた指導，普及啓発活動，福祉用具の

表３

レンタル・販売，ヘルパーの派遣等，観光する際に必要と

１

観光施設等のバリアフリー調査

２

バリアフリー情報の発信・問い合わせ対応

３

バリアフリーの普及啓発のための研修

４

建物のバリアフリー改修アドバイス

５

人的介助サービス（介助のコーディネート）

６

車いす・福祉機器の貸し出しサービス

７

バリアフリーアクティビティ

８

バリアフリーモニタリングツアー

される多様な要素が含まれている。各種のアクティビティ
やバリアフリーツアーを企画し，開催する活動等も行われ
ている。これらの多様な活動の背景には，センターを運営
する組織の母体や連携先が，福祉系団体，まちづくり系団
体，旅行会社等さまざまなことがあると思われる。
ＳＮＳの利用も盛んであり，facebook を通じて情報発信
をしているところが半数の９団体ある。特に，秋田，福島

表４

等，地元の観光協会等と連携しているセンターは，季節に応
じた観光情報の発信等，多様な情報発信に取り組んでいる。
３）情報発信の内容
観光地に必要なバリアフリー関連情報は，宿泊施設，観
光施設，交通機関，飲食施設，トイレ等，多岐に渡るが，
それぞれの団体のＷｅｂサイトに掲載されている主な項目
は，表４の通りである。よく掲載されている項目は，１運
営団体の紹介 100％，２宿泊バリアフリー情報８３．
３％，
バ リ ア フ リ ー の ア ク テ ィ ビ テ ィ・ 体 験・ モ デ ル コ ー ス
８３．
３％，３観光施設のバリアフリー情報７７．
８％の順
で多い。そのほか，旅行に役立つ福祉用具のレンタルサー
ビス（車いす，けん引式車いす等）
，旅行時の介助サービス

ている項目数を比較すると，10 項目すべて掲載している団
体が１６．
７％，９項目が３３．
３％であるのに対し，３，
４
項目など情報量の少ない団体も２２．
３％ある（表５）
。情
報量が少ない団体は，宿泊バリアフリー情報を中心に紹介
している団体，対面や電話・メールなどで利用者の相談に
乗る体制となっている団体などである。８〜 10 項目の情報
発信をしている 11 団体は，
一般社団法人（観光協会等）２
か所，ＮＰＯ８か所，株式会社１か所である。これらのＮ
ＰＯは，他の複数の団体と連携していたり，多様な施設等
を運営する福祉系の団体などである。株式会社１社は，他
のバリアフリー情報サイトにリンクを貼ることで情報提供
を行っている。
掲載情報の更新日を掲載している団体は８団体であり，
調査日時が不明の団体が半数以上となっている。

各団体がホームページで紹介している情報の内容
（数字はその情報を掲載している団体数，下段は％，n=18）
１
２
運営 宿泊
団体 バリア
紹介 フリー
情報

情
報
の
内
容

３
観光
バリア
フリー
情報

４
交通
バリア
フリー
情報

６
７
５
飲食店 バリア アクティ
バリア フリー ビティ・
フリー トイレ 体験
・モデル
情報
コース

８
９
10
福祉 介助 更新日
用具 サービ
レンタ ス
ルサー
ビス

件
数

18

15

14

13

13

11

15

12

13

８

％

100

83.3

77.8

72.2

72.2

83.3

61.1

66.7

72.2

44.4

※表１の各団体のＷｅｂサイトを基に筆者作成。単にリンク先
を掲載しているものも含めている。
（参照 2021-09-10）
表５

各団体のＷｅｂサイトに掲載されている項目数
（表４の 10 項目のうち，掲載されている項目数）

掲載している
項目の数

10
項目

９
項目

８
項目

７
項目

５
項目

４
項目

３
項目

件数

３

６

２

１

２

３

１

％

16.7

33.3

11.1

5.6

11.1

16.7

5.6

団体の種類

一社１
NPO２

NPO５
株１

一社１
NPO１

民１

NPO２

NPO２
民１

株１

の紹介，更新日なども掲載されている。
表４の 10 項目について，
各団体がＷｅｂサイトに掲載し

各団体の主な業務内容

※一社 : 一般社団法人，NPO：特定非営利活動法人，民 : 民間任
意団体，株 : 株式会社

５

全国の主なバリアフリー旅行相談窓口

１）バリアフリー旅行相談窓口の状況
観光庁では，ユニバーサルツーリズムに関する調査研究（５）
の報告書において，令和３年３月現在の全国の主なバリア
フリー旅行相談窓口をまとめている（図 2，表６）
。それら
は調査した年度が異なるため，調査時期ごとに分類して整
理されており，①地域におけるバリアフリー旅行相談窓口
22 か所，
②平成 25 年〜 28 年度に観光庁が支援した窓口 13
か所，③令和元年度に運営が確認できた窓口 11 か所，④令
和２年度に運営が確認できた窓口 11 か所，合計 57 か所と
なっている。
地域は，北海道５，東北７，関東８，中部 10，近畿８，
中国４，
四国３，
九州 12 である。全国に広がっているが，
や
はり地域による偏りがあり，九州が特に多くなっているほ
か，相談窓口がない県が９県ある。
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図１ 全国の主なバリアフリー旅行相談窓口
出典： 主なバリアフリー旅行相談窓口 ．令和３年３月．国土交通省観光庁．
https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/content/001412165.pdf（参照 令和３年 10 月 10 日）
表６
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

全国の主なバリアフリー旅行相談窓口
NPO
NPO
NPO

NPO
NPO
NPO

Accessible Travel JAPAN

NPO
NPO
NPO
NPO
NPO

10

NPO

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

NPO

NPO
NPO
NPO
NPO
NPO
NPO
NPO

NPO
NPO
NPO
NPO

NPO
NPO
12
NPO
O

NPO
NPO
TO

①地域におけるバリアフリー旅行相談窓口
②平成 25 年〜 28 年度に観光庁が支援した窓口
③令和元年度に運営が確認できた窓口
④令和２年度に運営が確認できた窓口
出典： 主なバリアフリー旅行相談窓口 ．令和３年３月．国土交通省観光庁．
https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/content/001412165.pdf
（参照 令和３年 10 月 10 日）より筆者作成
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２）運営組織

表８

運営組織は，ＮＰＯ 32，一般社団法人 10，公益社団法人
４，株式会社４，組合１，医療法人１，民間団体４，その
他１である。一般社団法人と公益社団法人は，地域の観光
協会や観光連盟である。ＮＰＯは，地元の複数の団体が連
携して設立したものや，
特定の福祉団体が設立したもの等，

掲載してい 10
項
る項目の数 目

９
項
目

８
項
目

７
項
目

６
項
目

５
項
目

４
項
目

３
項
目

２
項
目

１
項
目

０
項
目

団体数

８

５

２

２

２

５

５

６

８

10

団体の
種類

設立の経緯は多岐に渡る。ＮＰＯの中には，地元の観光協
会と連携してＷｅｂサイトや相談窓口を一本化する等，発
展的な変化を遂げている団体もある。複数の窓口を運営し
ている団体もあり，沖縄バリアフリーツアーセンターは，
那覇空港しょうがい者・こうれい者観光案内所と福岡空港

各団体のＷＥＢサイトに掲載されている項目数
（表７の 10 項目のうち，掲載されている項目数）

４

社１
公１
社１ 社１
民１
組１
社２
NP２ NP２
NP３ NP７
公１
NP２
NP２
民１

社１
公２
社１ NP４ 社２
社１
NP４ 医１ NP６
他１
他１ 株１ 株２
株１
他１

※公 : 公益社団法人 社 : 一般社団法人，NP：特定非営利活動
法人，民 : 民間任意団体，株 : 株式会社，組：組合

６

観光施設における心のバリアフリー認定制度（６）
について

しょうがい者・こうれい者観光案内所の複数の案内所を運

１）観光施設における心のバリアフリー認定制度の概要

営している。
また一方で，令和３年度 10 月の段階で，すでに解散した

令和２年に「高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進

団体，Ｗｅｂサイトを開設しておらず活動状況が不明の団

に関する法律の一部を改正する法律」が成立し，
「心のバリ

体，Ｗｅｂサイトが２年以上更新されていない団体等が合

アフリー」に関する対策をさらに充実させることが目指さ

わせて９団体あった。

れることになった。そこで観光庁では，観光施設での「心
のバリアフリー」を量・質ともに向上させていくことを目
指して，
「観光施設における心のバリアフリー認定制度」を

３）情報発信の内容
ホームページで紹介している情報の内容は，１運営団体

創設した。これは，
「バリアフリー認定基準」を設けて，基

紹介８２．
５％，２宿泊バリアフリー情報４９．
１％，３観

準に合致した施設，団体を登録するもので，認定マークも

光バリアフリー情報４５．
６％，４アクティビティ・体験・

作成された。

モデルコース４３．
９％の順で多い。

２）心のバリアフリー認定制度の対象施設および認定基準

掲載している情報の項目数は，10 項目４件，９項目８件

心のバリアフリー認定制度の対象となる施設や認定基準

など，多くの情報を発信しているサイトもあれば，サイトが

は，
「観光施設における心のバリアフリー認定制度要綱要

見つからないなどで０項目が 10 件，１項目８件など，情報

（22）
綱」
（令和２年 12 月）に記載されている。これによると，

量の少ないサイトもあり，
格差が大きい。全国バリアフリー

詳細は表９の通りである。対象となる施設は，旅客施設，

旅行情報サイトと比べると全体的に少ない傾向にある。

飲食店，観光案内所である。また，認定基準は表 10 に記載

掲載している項目数と団体の種類については，
一般社団法

した三点で，三つの基準をすべて満たす必要があるとされ

人やＮＰＯの場合は，組織により取り組みがさまざまで，民

ている。認定機関は５年間で，再度審査を受けて，更新が

間の任意団体や会社等の場合は比較的発信項目が少ない。

必要となっている。

表７

項
目

ハード面に関する認定制度としては，バリアフリー法の

各団体がホームページで紹介している情報の内容
（数字はその情報を掲載している団体数）
１
２
運営 宿泊
団体 バリア
紹介 フリー
情報

３
観光
バリア
フリー
情報

４
交通
バリア
フリー
情報

６
７
５
飲食店 バリア アク
バリア フリー ティビ
フリー トイレ ティ
・
情報
体験
・モデ
ルコー
ス

建築物の基準を満たす場合にハートビルマークを掲示でき

８
９
10
福祉 介助 更新日
用具レ サービ
ンタル ス
サービ
ス

る制度がある。また，各自治体では，福祉のまちづくり条
例等の基準を満たす建物にも何らかのマークを掲示できる
仕組みを作っている。今回の心のバリアフリー認定制度の
基準は，建物のバリアフリー化とは異なり，それを補完す
る運営等での配慮，心のバリアフリーに関するスタッフ教

件
数

47

28

26

22

21

14

25

22

21

17

育，周知のための情報発信の三項目からなっている。いず

％

82.5

49.1

45.6

38.6

36.8

24.6

43.9

38.6

36.8

29.8

れも目に見えづらい内容ではあるが，この認定を受ける団

※表４の各団体のＷＥＢサイトを基に筆者作成。単にリンク先
を掲載しているものも含めている。
（参照 2021-10-10）

体が増えることは，利用者の安心感につながり，利用者，
事業者双方に役立つものと考えられる。
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表９

りの制度のため，制度の周知が進むにつれ，全国に広まる

心のバリアフリー認定制度の対象施設

１．宿泊施設（以下のいずれかに分類される施設）

と考えられる。

①旅館業法（S23 年法律第 138 号）上の営業許可を得ている施設

各団体の業務内容は，観光案内所 12 か所のほか，旅館業

②国家戦略特別区域法（H25 年法律第 107 号）上の認定を受けてい
る施設
③住宅宿泊事業法（H29 年法律第 65 号）上の届出をしている施設
２．飲食店（食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）上の営業許可
（食品衛生法施行令（昭和 28 年政令第 229 号）第 35 条第１号及び

組合 1，道の駅 1，飲食店４となっている。運営は，国・市
町村 3，一社 3，ＮＰＯ 5，組合 1，株式会社 5，個人店１
である。道の駅が一つ含まれている。

第２号に掲げるものに限る。
）を得ている施設）
３．観光案内所（日本政府観光局から外国人観光案内所の認定を受
けている施設等）

出典：観光施設における心のバリアフリー認定制度要綱．令和
２年 12 月．観光庁．https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/
sangyou/content/001448617.pdf（参照 令和３年 10 月 10 日）

各団体は，先述した三つの認定基準を満たしていること
になるが，ＷＥＢサイトからはそれらの取り組みが把握で
きない団体もある。また逆に，認定を受けたことを積極的
に紹介している団体もあり，認定制度は各団体の魅力付け
に役立つと思われる。

表 10

心のバリアフリー認定制度の認定基準

① 施設のバリアフリー性能を補完するための措置を３つ以上行い，
ご高齢の方や障害のある方が施設を安全かつ快適に利用できるよう

表 11

な工夫を行っていること。
例）聴覚障害者向けにテレビの字幕を表示できるリモコン，室内信
号装置の備え付け，浴室内備品（シャワーチェア等）
，発達障害者向
けのパーティションの貸し出し，
筆談器具・コミュニケーションボー
トを用いた施設の案内，車いすの通行幅を確保するための机・椅子
の配置，移動

等

② バリアフリーに関する教育訓練を年に１回以上実施しているこ

１
２
３
４

施設名一覧 （番号の下線は，全国バリアフリー旅行情
報サイトと重複する団体）

住所
北海道旭川市
北海道旭川市
北海道旭川市
北海道札幌市

５ 福島県福島市

と。
例）障害を持った顧客へのコミュニケーションやサポートに関する
外部研修に参加
観光庁の作成したマニュアルを活用し，社内勉強会を実施，バリア
フリーに関する資格を有する従業員を雇用

等

③ 自社のウェブサイト以外のウェブサイトで，施設のバリアに関す
る情報等のバリアフリー情報を積極的に発信していること。
例

宿泊予約サイト，グルメ予約サイト，市町村ウェブサイト等に

バリアフリー情報を掲載バリアフリー情報を特集するウェブサイト
で施設の取り組みを発信

６ 千葉県
７ 東京都
８ 東京都
９
10
11
12

新潟県柏崎市
石川県金沢市
石川県金沢市
石川県鹿島郡

13
14
15
16

三重県鳥羽市
三重県鳥羽市
京都府京都市
兵庫県明石市

等

出典：観光施設における心のバリアフリー認定制度要綱．令和
２年 12 月．観光庁．https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/
sangyou/content/001448617.pdf（参照 令和３年 10 月 10 日）

３）認定団体の概要
令和３年９月に，初回の認定が行われ，公募により 66 か
所の施設が認定された。このうち，宿泊施設が 48 件，観光
案内所等が 18 件である。観光案内所等として登録を受けた
施設は表７の通りである。
先に紹介した，
全国バリアフリー
旅行情報との重複は，
３か所（表 11 で番号に下線を付した
団体）
，
観光庁報告書による主なバリアフリー旅行相談窓口
との重複は４か所（表 11 で番号を斜体にした団体）である

名称
運営
旭川総合観光情報センター 市観光課
カムイ大雪バリアフリツアーセンター NPO等協働
大雪地ビール館
株式会社
ワンダーランドサッポロ
株式会社
/スノーモビルランドサッポロ
一般社団法人福島コンベ 一社
ンション協会 福島市観光
案内所
千葉県旅館ホテル生活衛 組合
生同業組合
東京シティアイ 観光情報センター 株式会社
J N T Oツーリスト・インフォ 日本政府観光局
メーション・センター
欧風食堂 プティポワ
個人店
底曳き割烹 もんぜん
株式会社
石川バリアフリーツアーセンター NPO
道の駅織姫の里なかのと 町 ／ 運 営 は 農
協

業務内容
観光案内
観光案内
飲食店
飲食店

伊勢志摩バリアフリーツアーセンター
鳥羽市観光案内所
京都バリアフリーツアーセンター
あかし案内所

NPO
一社
株式会社
一社

観光案内
観光案内
観光案内
観光案内

NPO

観光案内

NPO

観光案内

17 福岡県福岡市 福岡空港しょうがい者・
こうれい者観光案内所
18 沖縄県那覇市 那覇空港しょうがい者・
こうれい者観光案内所

観光案内

宿泊案内
観光案内
観光案内
飲食店
飲食店
観光案内
道の駅

出典： 第一弾認定施設一覧 総数 66 件 ．
「観光施設における
心のバリアフリー認定制度」がスタートしました〜第一弾とし
て 66 施 設 を 認 定 〜． 令 和 ３ 年 ９ 月 10 日．https://www.mlit.
go.jp/kankocho/news06̲000529.html（参照 令和３年 10 月 10
日）より筆者作成
＊番号に下線：全国バリアフリー旅行情報との重複施設
＊番号が斜体：観光庁報告書（令和３年）の主なバリアフリー
旅行相談窓口との重複施設

が，認定基準から考えると，ほぼ合致していると考えられ
るため，今後，さらに申請数，認定数は増加すると予想さ

７

れる。

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会「シ
（７）
ルバースター登録制度」

登録を受けた団体の所在地は，北海道 4，東北 1，関東
3，中部 6，近畿 4，九州２である。中国，四国はまだ登録

観光情報で欠かせない内容に，宿泊先のバリアフリー情

がなく，やはり地域差がある。ただし，まだ始まったばか

報がある。全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会（全旅
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連）は，全国の旅館からなる団体であるが，
「宿ネット」と
いう検索サイトを開設している。この団体設立の歴史は古
く，
昭和 32 年に「環境衛生関係営業の運営の適正化に関す
る法律」が施行され，これに基づき都道府県ごとに旅館組
合が設立され，
その連合組織として昭和 33 年に設立された
ものである。組合員数は全国で約 16，
000 軒となっている。
この団体では平成５年から，高齢者やすべての人が利用
しやすい宿泊施設の整備と増加を目的に，
「シルバースター
（23）

登録制度」

を設置している。これは，同組合のシルバー

スター部会が，シルバースター登録審査委員会を開催し，
登録の可否を決定しているものである。基準を満たした宿
には，
「シルバースター」の掲示を認定している。また，毎
年，シルバースターキャンペーンも実施している。

表 12

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会
ター登録基準（23）

シルバース

＜主な登録基準＞
１旅館業法の営業許可を取得後，原則として１年以上営業を行っている。
２客室内浴室・トイレには必要に応じ，手すり等が設置されていること。
３共同浴室は，手すり，スロープ，シャワーチェアー，椅子やベンチ等を
設置して高齢者の利用に配慮すること。
４共同トイレは，洋式トイレや手すりを設置することが望ましいこと。
５共同トイレ内に事故発生時用の連絡設備があること。
６階段等には手すりを設置すること。
７駐車スペースは，施設の出入口に近い場所に設けるとともに高齢者がス
ムーズに昇降できるよう十分なスペースを確保することが望ましい。
８施設の出入口は，スロープの設置又は段差を極力解消する等利用に支障
がないよう配慮すること。
９施設内外の通路等の表面を滑りにくい材質で仕上げるなど高齢者等の利
用に配慮されていること。
10 設計基準（増・改築に際して）
ア．浴室は高齢者の利用を考慮し，浴槽の形態，洗い場の材質等につい
ても配慮すること。

先述した観光庁の「心のバリアフリー認定制度」でも，

イ．階段を設ける場合には，なるべく勾配を緩やかにし，階段の高さに

千葉県の同組合が認定を受けており，今後は全旅連や他の

配慮すること。
11 食事は高齢者に配慮したメニュー（献立）の提供もできること。

自治体の組合も認定をめざすものと考えられる。
シルバースターの登録を受けるための基準は表 12 の通
りである。全旅連によると，
「高齢者に優しく，全ての人に
利用しやすい宿泊施設づくりを目指し，設備・サービス・
料理面で一定の基準を満たす宿であることを基準」として
いる。全国のシルバースター登録施設を網羅した『人に優
しい宿サイト』を設立している。またこの登録施設ガイド
ブックも発刊されている。

12 部屋割についてはできる限り高齢者が利用しやすい客室を提供すること。
13 高齢者（満 65 歳以上）に対しては割引料金・粗品・飲食等の配慮を行
うこと。
14 高齢者が移動する際の補助となるよう，必要に応じて車いすを配置する
こと。
15 従業員に対し高齢者の宿泊客に接する際の配慮等の教育を行う。
16 十分なる旅館賠償責任保険に加入していること。
17 適正な区域内に往診等の対応措置がとれる医療施設を有する。
※
「シルバースター登録制度」
に登録された宿には，
「Silver

登録基準の内容を整理したものが，
表 13 である。ハード
面に関わる建物内外のバリアフリー化に関することのほ
か，ソフト面として，食事，各種サービス，医療機関との
距離，スタッフ教育などが含まれており，高齢者が宿泊し

Star」の２つの「S」でハート（まごころ）を表現した統
一マークが掲げられており，
いつまでも快適な旅行を楽し
める宿泊施設であることの目印となっている。

出典：全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会． 宿ネット シ
ル バ ー ス タ ー 登 録 制 度 ．http://www.yadonet.ne.jp/info/
member/jigyo/shilver1.html（参照 令和４年１月９日）

やすくなるための要件が，ハード，ソフトの両面から整理
されている。
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表 13

トップページから，バリアフリー情報が把握できたのは

シルバースター登録基準の項目

１営業経験

17 か所，いったん他のページを経由してから到達できたの

２建物のバリアフリーに関する事項
客室：客室内浴室・トイレに手すり等

が９か所で，合わせて 26 か所は比較的容易に到達できた。

共同浴室：手すり，スロープ，シャワーチェアー，椅子やベン

しかし 47 都道府県のうち，21 都道府県については，観光

チ等

協会のサイトからはバリアフリー情報が見つけづらい状況

共同トイレ：洋式トイレ，手すり設置，緊急通報

となっている。

階段等：手すり設置
駐車スペース：施設の出入口に近い場所，乗降に十分なスペース
施設の出入口：スロープの設置又は段差を極力解消

地域別に見ると，トップページからそのままアクセスで

施設内外の通路等：表面を滑りにくい材質で仕上げる

きたのは，東北３か所，関東１か所，中部２か所，近畿３

浴室：浴槽の形態，洗い場の材質等に配慮

か所，中国４か所，九州４か所である。やはり東北，九州

⑨階段：緩やかな勾配，階段の高さに配慮。

が多い。
（表 15）

３食事：高齢者に配慮したメニュー（献立）

バリアフリー情報の掲載場所はさまざまだが，
大きくは，

４部屋割：高齢者が利用しやすい客室を提供
５その他サービス等

①最上段に文字や画像のリンクがあるもの，②サイドメ

高齢者に割引料金・粗品・飲食等の配慮
車いす貸出

ニューのところに画像のリンクがあるもの，③最下段に文

医療施設との距離

字や画像のリンクがあるもの，に分けられる。

旅館賠償責任保険に加入
６スタッフ教育

サイトの構成が自治体により異なるため，探すのに手間

従業員に対し高齢者の配慮等の教育

出典：全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会． 宿ネット シ
ルバースター登録制度 より筆者が作成，
http://www.yadonet.ne.jp/info/member/jigyo/shilver1.html
（参照 令和４年１月９日）

８

観光に関する情報を収集する際に，自治体の観光協会等
が作成する公式のＷｅｂサイトはきわめて大きな役割を
担っている。そこで，
全国 47 都道府県の観光協会等による
公式Ｗｅｂサイトでバリアフリー情報を把握した。バリア
フリー情報の探しやすさをまとめたものが表 14 である。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

各都道府県

うやく探し当てることができたものもあった。また，自治
体や民間団体が制作した地域のバリアフリーやユニバーサ
ルツーリズムに関する情報サイトにまったくリンクが張ら

自治体の観光協会等のバリアフリー情報

表 14

がかかることが多く，サイト内の検索機能を利用して，よ

れていない事例もあった。
バリアフリー情報の内容としては，バリアフリーツアー
センターやユニバーサルツーリズムセンターにそのままリ
ンクを貼るケースが多く，そのほか自治体で制作している
バリアフリーマップなどを掲載している地域もあった。

観光協会等の公式Ｗｅｂサイトのバリアフリー情報

都道府県
北海道
秋田県
岩手県
山形県
三重県
岐阜県

位置
項目
「PR」にバナー「北海道バリアフリー観光」、ユニバーサルツーリズム北海道へ。
◎
トップ頁最下段
「秋田バリアフリーツアーセンター」
リンク
◎
トップ頁最下段
バナー「いわてバリアフリー観光情報案内所」
◎
サイドメニュー
「旅のテーマから探す」内にバナー「バリアフリースポットで旅を楽しもう」
◎
トップ頁中央
関連リンクにバナー「みえバリ」
◎
トップ頁下段
トップ頁下部と
「バリアフリー情報」
「岐阜県のバリアフリー観光情報」
◎
サイ
ドメニュー
兵庫県
「お役立ち情報」から
「ユニバーサル情報」
「ひょうごのユニバーサルツーリズム」へ。
◎
トップ頁メニュー
高知県
◎ トップ頁上部のタブ 「バリアフリー観光」
宮崎県
◎ トップ頁上段メニュー 「みやざきユニバーサルツーリズムセンター」へ。
長崎県
「バリアフリー」から
「長崎県ユニバーサルツーリズムセンター」にリンク
◎
トップ頁上段タブ
「ちばのハートフルな宿」
千葉県
「もっと知りたい！ちばのこと」にバナー「千葉県バリアフリー観光案内」
◎
トップ頁中央
栃木県
◎ トップ頁サイドメニュー 「とちぎの旅を楽しもう 栃木県バリアフリー旅行相談窓口」
長野県
「おすすめのトリップアイディア」にバナー「信州型ユニバーサルツーリズム」
◎
トップ頁中央
奈良県
バナー「奈良ユニバーサル観光マップ」
◎
トップ頁右サイド
島根県
「お役立ち情報」に
「観光バリアフリー情報」
◎
トップ頁下部
佐賀県
◎ トップ頁内にバナー 「佐賀県内のやさしい宿泊施設」
鹿児島県 ◎
「ＰＲ広告」内に
「やさしい鹿児島スイスイなび」
トップ頁最下段
沖縄県
「マイノリティ」からバリアフリー関連サイトへリンク
〇
トップ頁内
東京都
「アクセシビリティ」があり
「アクセスブル東京」にリンク
〇 トップ頁上段メニュー 「旅の計画」の中に
神奈川県 〇 トップ頁サイドメニュー 「観光便利案内」の中に
「バリアフリー対応施設情報」がある
岡山県
リンク集の中に
「バリアフリー情報」
〇
トップ頁下部
広島県
関連リンクの「市町観光サイト」の中に
「広島・呉バリアフリー観光ガイド」
「広島バリアフリーツアーセンター」
〇
トップ頁最下段
山口県
「旅の手引き」の中に
「バリアフリー情報」
〇
トップ頁メニュー
香川県
関連リンクに
「バリアフリー情報 おでかけマップかがわ」
〇
トップ頁下部
徳島県
「旅のお役立ち」の中に
「とくしまユニバーサルデザインマップ」
〇
トップ頁上部
大分県
「バリアフリー情報」
〇 トップ頁上部メニュー 「観光スポット」の中に
※◎はトップページからバリアフリー情報にリンク、
〇はワンクリックしてからバリアフリー情報にリンク
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表 15

体を紹介するポータルサイトがあると広く周知され，利用

バリアフリー情報へのアクセスのしやすい自治体
北海道

東北

関東

中部

近畿

中国

四国

九州

◎

１

３

２

２

３

１

１

４

〇

０

０

２

０

０

２

２

２

◎
〇

の増加にもつながると思われる。現在Ｗｅｂサイトを大規
模改善中のＮＰＯ日本ユニバーサルツーリズム推進ネット
ワークのサイトでは 23 団体を掲載（令和３年 10 月）して

トップページからバリアフリー情報にリンク
トップページから別頁を経てバリアフリー情報にリンク

９

いたが，
今後もポータルサイトとしての機能が期待される。
ただし，やはり継続が困難になっている団体もあり，継続

考察とまとめ

本研究では，ユニバーサルツーリズムに関連する主なＷ
ｅｂサイトとして，
「全国バリアフリー観光情報サイト」
，
「観光庁の調査による主なバリアフリー旅行相談窓口」
「心
，
のバリアフリー認定施設」
，
「全旅連」
，
「都道府県の観光協
会等」を調査し，バリアフリー情報や掲載施設の基準，運
営組織等を把握した。
まず，全国に先駆けて開設された「全国バリアフリー旅
行情報サイト」では，団体により情報発信の量に差はある
ものの，
多くは充実したバリアフリー情報を発信していた。
また，地元の障がい者・関係者等のグループが調査や相談
に当たるとされており，地元の状況をよく知る障がい者や
その関係者が調査や情報発信の活動に参加する意義は大き
いと考えらえる。また一方で，Ｗｅｂサイトによる情報発
信の限界についても触れられており，相談窓口で直接相談
することを勧めている。ＮＰＯの事務局を務めている伊勢
志摩バリアフリーツアーセンターは，設立されてから約 20
年が経過しており，一人一人への相談を重視する姿勢は，
様々な経験に裏付けられたものと考えられる。
会員団体の運営組織はＮＰＯが多いが，その母体は障害
福祉やまちづくり等に関わる地元の団体が多く，幅広い連
携がこれらの取り組みを支えている。ただし，加入団体の
全国的な広がりを見ると，会員数はまだ 18 団体で，東北や
九州が多いなど地域的な偏りがある。パーソナルバリアフ
リー基準に基づく調査を自らの団体ですること，相談窓口
を開設すること等が加入を困難にしているとも考えられ
る。また中には，個人や少人数の組織で開始したものの，
情報の更新が難しくなっている団体もある。運営をサポー
トする連携体制の構築が課題といえる。
観光庁の報告書で紹介された「主なバリアフリー旅行相
談窓口」は，令和３年３月時点で，57 団体と全国各地に多
数存在しており，地域に根付いた多様な団体が紹介されて
いる。各団体の業務内容も，観光情報の提供のほか，ヘル
パーの付き添い，クリニックのスタッフの同行，独自のア
クティビティのイベント開催等，幅広い。地域限定の活動
のため，
全国的にはあまり知られていなかった団体もあり，
「全国バリアフリー旅行情報サイト」のように，
これらの団

的な情報発信の難しさが感じられる。
観光庁が令和３年度に始めた「心のバリアフリー認定施
設」はまだ始まったばかりの制度のため件数が限られてお
り，
登録施設の種類や情報発信の状況もさまざまであるが，
すでに 10 か所の観光案内所が登録されている。認定された
施設はいずれも観光客にとり利用しやすい施設であること
から，既存のバリアフリーマップに掲載するなどして，周
知を図るとよいと思われる。
全旅連の「宿ネット・シルバースター登録基準」は，観
光の主要な要素である宿泊施設に関する，有効な情報サイ
トとなっている。自治体の観光協会のサイトからもリンク
が張られるなど，利用者が宿泊先を選定する際に役立って
いる。課題としては，地域によって，組合に加入していな
い旅館・ホテルが多数あることで，より多くの旅館・ホテ
ルが自らのＷｅｂサイトでも積極的にバリアフリー情報を
発信したり，心のバリアフリー認定施設として登録を受け
ることなどが望まれる。宿泊施設については，
観光庁が平成
（16）
31 年に複数の団体の基準を基に統一フォーマット（案）
を

作成している。障がい種別に内容が整理されており，
宿泊施
設のバリアフリー情報を発信する際は，これらの基準が参
考になるだろう。
都道府県の観光協会等による公式サイトについては，
トップページからバリアフリー情報の確認ができたところ
は全体の４割に満たず，見つけづらい地域も多い。せっか
く地域にバリアフリーツアーセンターやユニバーサルツー
リズムセンターがあっても，観光協会からのリンクがない
自治体もあり，改善が望まれる。しかし一方で，観光協会
が観光バリアフリー情報のサイトも運営する地域や，観光
協会のサイトにバリアフリー情報が組み込まれている地域
もあり，これらの取り組みがさらに広まることが期待され
る。理想としては，観光協会のサイトのトップページの上
部にバリアフリー情報へのリンクがあると，迷わずにアク
セスができわかりやすい。バリアフリー情報の位置につい
て，各団体で統一できるとよいと思われる。
最後に，本論ではさまざまなＷＥＢサイトの現状を把握
したが，多様な観光関連情報がばらばらに存在するのでは
なく，センターとなる機関から，情報が一元的に見られる
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ユニバーサルツーリズムに関する情報発信の現状と課題について

と利便性が高い。また，その維持管理・更新は継続性が求

http://www.yadonet.ne.jp/info/zenryoren/taikai/

められるため，より大きなネットワークで組織的に調査，

index.html（令和３年９月 10 日参照）

情報発信，相談の体制を整備できるとよい。観光庁のユニ

８

特定非営利活動法人日本ユニバーサルツーリズム推進

バーサルツーリズム推進事業でも，取り組みが先行してい

ネットワーク，http://jutn.net/（令和３年９月 10 日参

る伊勢志摩バリアフリーツアーセンターや沖縄バリアフ

照）

リーツアーセンターの代表がアドバイザーとなり，相談窓

９

伊藤薫，
「バリアフリー観光推進におけるバリアフリー
ツアーセンターの予備的研究」
，日本観光研究学会第

口の連携体制を整備するモデル事業を実施していた。

33 回全国大会学術論文集 Vol. 1，25-28pp，2018（令和

沖縄県は「沖縄観光バリアフリー宣言」
（平成 19 年）
，
三

３年９月５日参照）

重県は「日本一バリアフリー観光県推進宣言」
（平成 25 年）
を行っているが，観光バリアフリーに取り組む団体の地道

10

伊藤薫，
「日本のバリアフリー観光政策の進展について

な活動とこれらの宣言は相互に影響を与え合っていると考

−高山市の福祉観光都市政策とバリアフリーツアーセ

えられる。これらの先行する団体は情報発信にも力を入れ

ンター−」
，Review of Economics and Information

ており，バリアフリー調査の基準や連携体制の作り方など

Studies，Vol.19，No．1・2， １-35pp，2018（ 令 和 ３

学ぶところが多い。

年９月５日参照）

今回はＷｅｂサイトの調査が中心であったが，今後はさ

11

伊藤薫，バリアフリーツアーセンターの設立について
（Ⅰ）−伊勢志摩バリアフリーツアーセンター−」
，

らに利用者側の視点に立ち，使い勝手のよい情報発信サイ

Review of Economics and Information Studies，

トのあり方を検討していきたい。

Vol.19，No．3・4，13-40pp，2019（令和３年９月５日

参考・引用文献

参照）

１ 「明日の日本を支える観光ビジョン」平成 28 年３月 30

12

日策定，観光庁，

金調達援助システムについて―４つの県・市町のケー

https://www.mlit.go.jp/common/001126601.pdf，
（令和

ススタディ―」
，２日本観光研究学会第 34 回全国大会

３年 10 月 10 日参照）

学術論文集，Vol. １，481-484pp，2019（令和３年９月
５日参照）

２ 「ユニバーサルツーリズムについて」
，観光庁，
https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/

13

過去の障害者基本計画，用語「バリアフリー」
「ユニ

of Economics and Information Studies，Vol.20，61-

バーサルデザイン」
，平成 14 年 12 月閣議決定，内閣

96pp，2020（令和３年９月５日参照）
14

府，

４

金調達援助システムについて―４つの県・市町のケー

kihonkeikaku.html，
（令和３年 10 月 10 日参照）

ススタディ―」
，
Review of Economics and Information

全国バリアフリー旅行情報，

Studies，Vol. 20，21-39pp，2020（令和３年９月５日参

http://www.barifuri.jp/portal/index.html，
（令和３年

照）
15 「ユニバーサルツーリズム促進事業 報告書」
，観光庁観
光産業課，平成 27 年３月，pp １-132

５ 「主なバリアフリー旅行相談窓口」
，令和３年３月，観

16 「ユニバーサルツーリズムの促進に関する検討業務報

光庁，
https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/

告書」
，観光庁，平成 31 年３月，

content/001412165.pdf（令和３年 10 月 10 日参照）

https://www.mlit.go.jp/common/001284685.pdf（令和

観光施設における心のバリアフリー施設認定制度

３年，９月 10 日参照）

記

17 「バリアフリー旅行相談窓口に係る促進事業

者発表，観光庁，

７

伊藤薫，
「地方公共団体による観光 NPO 等に対する資

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/

９月 10 日）

６

伊藤薫，
「バリアフリーツアーセンターの設立について
（Ⅱ）−秋田バリアフリーツアーセンター−」
，Review

manyuaru.html，
（令和３年 10 月 10 日参照）
３

伊藤薫，
「地方公共団体による観光ＮＰＯ等に対する資

報告

https://www.mlit.go.jp/kankocho/news06̲000529.

書」
，観光庁，令和２年３月，

html（令和３年 10 月 10 日参照）

https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会，
人に優しい旅，

content/001348658.pdf（令和３年，９月 10 日参照）
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蓑輪 裕子

18 「バリアフリー旅行サポート体制の強化に係る実証事
業 報告書」
，観光庁，令和３年３月
https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/
content/001407565.pdf（令和３年，９月 10 日参照）
19 「ユニバーサルツーリズムに対応した観光案内の実践
方策」
，観光庁，平成 29 年３月
https://www.mlit.go.jp/common/001187407.pdf（令和
３年，９月 10 日参照）
20

竹内敏彦，
「ユニバーサルツーリズム促進に向けた考察
― 旅行業者の意識改革とその実践 ―」
，日本国際観光
学会論文集第 26 号，2019 年３月

21

伊勢志摩バリアフリーツアーセンター「パーソナルバ
リアフリー基準」
，
https://www.barifuri.com/tourcenter/personal/
index.html（令和３年９月 10 日）

22 「観光施設における心のバリアフリー認定制度要綱」
，
令和２年 12 月，
https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/
content/001380508.pdf（令和３年 10 月 10 日参照）
23

旅館ホテル生活衛生同業組合連合会，宿ネット

シル

バースター登録制度，
http://www.yadonet.ne.jp/info/member/jigyo/
shilver1.html（令和３年 10 月 10 日参照）
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「アートパーク14〜おさんぽミュージアム〜活動報告」

10 月 10 日（日）
，松戸中央公園で「アートパーク 14 〜
おさんぽミュージアム〜」
（主催

聖徳大学児童学研究所，

聖徳大学生涯学習研究所）を開催しました。今回は，コロ
ナ禍ということで，
例年とは違った趣向で
「見て楽しむアー
トパーク」を行いました。3 密を避けるために制作のワー
クショップは行わず，身近な素材を使って公園をカラフル
に変身させ，散歩をしながら楽しめるよう工夫しました。
当日は，受付で検温をするなど感染拡大防止の対策もしっ
かり行いました。参加親子は 700 名。朝日新聞や千葉テレ
ビで紹介されました。
今回の展示は大きく３つのゾーンで構成しました。大成
ゼミ，関口ゼミ，西園ゼミ，祓川ゼミ，美術部は児童学科

「風車ガーデン」聖徳大学児童学科

のゾーンを担当。久々の再会を喜び合いました。大きなカ
ラービニールを沢山吊した「カラフルカーテン」
，120 本の
かざぐるまを使った花畑，フラフープがグニャグニャ浮い
ている「ブラブラフラフープ」などを協力して作りました。
どれも子どもたちに大人気でした。
短期大学部保育科は，保育園きぼうのたから・つばさ・
ケヤキッズと協力し，
園児が作った絵画作品を
「ミヤビキッ
ズ」のタイトルで展示しました。墨を使って大胆に描かれ
た作品は元気が出ると評判でした。松戸市・柏市中学校美
術部有志は
「パラレルパラソルワールド」
。いらなくなった
沢山の傘にペイントし木の間に吊しました。
来場者は作品があることで，風を感じたり，自然の緑が

「ミヤビキッズ」保育科＋きぼうのたから・つばさ・ケヤキッズ

生き生き見えるなど普段気づかなかった公園の良さにも気
づいていました。
「アートパーク」は今後も地域と連携し，公園を核に学
生，市民が楽しめるプロジェクトとして更に発展させてい
きたいと考えています。
（児童学科

教授

大成哲雄）

「パラレルパラソルワールド」 松戸市・柏市中学校美術部有志
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令和３年度

活 動 報 告

聖徳大学生涯学習研究所

令和３年度活動報告

【主催事業】
■アートパーク14―おさんぽミュージアム―

日
会
主
共

時：令和３年10月10日（日） 10：00 〜 15：00
場：松戸中央公園
催：聖徳大学生涯学習研究所，聖徳大学児童学研究所
催：聖徳大学児童学部児童学科，聖徳大学短期大学部
保育科
後 援：松戸市，松戸市教育委員会
協 力：聖徳大学児童学部児童学科大成ゼミ，関口ゼミ，
西園ゼミ，祓川ゼミ，聖徳大学短期大学部保育科
北沢Gr，永井Gr，児童学科有志，ケヤキッズ保
育園，松戸子育てさぽーとハーモニー，じゅんび
しつ，松戸まちづくり会議，クリエイティブまつ
ど 工 房， 松 戸 市・ 柏 市 中 学 校 美 術 部 有 志，
PARADAISE AIR
内 容：展示，動画配信
１，
「ＢＩＧ ＳＵＫＥ Ｑ」大成ゼミ
２，
「おりがみいきもの園」西園ゼミ
３，
「みんなでおどろう！１・２・さんぽ！」祓
川ゼミ
４，
「森の演奏会」関口ゼミ
５，
「キラキラkids」
北沢Gｒ
（保育科子どものアー
ト研究グループ）＋ケヤキッズ保育
６，
「ミノムシ，見つけた！」永井Gｒ（保育科
Ⅱ部生）
７，
「パラレル・パラソルワールド」松戸市・柏
市中学校美術部有志
８，
「のぎっこてんらん会 つくってあそんだ夏休
み」松戸子育てさぽーとハーモニー 野菊野
こども館
９，
「のんびりのびのび水アート」じゅんびしつ
10，
「驚きのシャボン玉づくり！！」松戸まちづ
くり会議
11，
「本日わいわいぱ〜く」PARADISE AIR
12，
「こどもちゃんねる」聖徳こどもちゃんねる
プロジェクト
13，
「ホワイトアプローチ」児童文化コース１年
参加者：700名 スタッフ133名
（教員15名，学生79名，地域団体・ボランティア
39名）

■生涯学習研究所課題別研究会
主
内

催：聖徳大学生涯学習研究所
容：Ａ「地域で高齢社会支援を考えるpart ９
−おひとりさまプロジェクトを学ぶ」
聖徳大学生涯学習研究所所長，聖徳大学児童
学部教授 長江曜子
Ｂ「市民参画型の観光バリアフリーツアーセン
ターについて」
聖徳大学短期大学部総合文化学科教授 蓑輪
裕子
Ｃ「アートでまちを面白くする方法 アート×こ
ども×地域」
聖徳大学児童学部教授 大成哲雄

Ｄ「地域力を考える 防災×普段の地域の社会資
源開発×生涯学習」
聖徳大学心理・福祉学部社会福祉学科教授
川口一美
Ｅ「子どもの居場所を探る−移動居場所作りの可
能性−」
聖徳大学児童学部准教授 神谷明宏
Ｆ「まち保育のすすめ〜保育をまちに広げよう」
聖徳大学児童学部講師 上田智子
Ｇ「オンライン学習支援の可能性を考える」
聖徳大学生涯学習研究所講師 有川かおり
Ｈ「フードパントリーから見る地域共生社会
〜コロナ禍に築いた地域の繋がり〜」
聖徳大学短期大学部保育科准教授 檜垣昌也

【共催・協力事業】
■フリーペーパー「まるま」第４号

発行月：令和４年３月
発 行：一般社団法人松戸市観光協会
協 力：聖徳大学生涯学習研究所，聖徳大学児童学科，土
屋農園，喫茶ニューフジコ，矢切の渡し，常盤平
団地，21世紀の森と広場
内 容：聖徳大学児童学科の学生目線で松戸の魅力を紹介
するフリーペーパー
取材・文：聖徳大学児童学部大成哲雄ゼミ（青木春花，出田
麗華，大島那月，梶塚実奈，窪田琉那，桑原恵海，
小堀朋花，田辺晴香，堀内莉央奈，松谷虹香，横
山和姫，若林みき，岩間結香，工藤遥香，千野菜
南，二宮杏菜，蓮沼佑華，増田未咲，村瀬楓恋，
吉田真優，渡邉千紘）
校 閲：一般社団法人松戸市観光協会（スピカ舞，石川雅
啓）
写真・デザイン：聖徳大学生涯学習研究所（渡辺あてな）
，
聖徳大学美術研究室（能登谷小町）
発行部数：7000部

■佐野市生涯楽習フォーラム
日
会
主

時：令和４年３月５日（土）
・６日（日）
場：栃木県佐野市（佐野市文化会館）
催：佐野市生涯楽習フォーラム実行委員会，佐野市，
佐野市教育委員会
後 援：全国生涯学習市町村協議会，栃木県教育委員会，
栃木県社会教育振興協議会，他
協 力：聖徳大学生涯学習研究所，
佐野日本大学短期大学，
（一社）佐野市観光協会，他
協力内容：協力名義の使用，関係者への開催告知

聖徳大学生涯学習研究所 研究紀要 投稿規程
Ⅰ

研究紀要
１．聖徳大学生涯学習研究所紀要（以下，紀要と略す）は，聖徳大学並びに聖徳大学短期大学部に所属する者が行っ
た研究を発表する機関誌である。
２．研究内容は原則として，生涯学習に関連したものとする。
３．紀要は学内に配布するのみならず，広く他大学・研究機関等に寄贈する。
４．紀要に掲載が認められた論文等は，原則として電子化し，インターネット上に公開する。
５．紀要の編集は，生涯学習研究所紀要編集委員会が行う。なお，生涯学習研究所紀要編集委員会は生涯学習研究所
長並びに生涯学習研究所運営委員会の委員若干名をもって構成する。

Ⅱ

投稿資格
１．原則として，本学専任教育職員とする。 ただし，その推薦に基づき非常勤教育職員も投稿することができる。
２．共同研究者（共著者）は，本学所属以外の研究者であってもよい。ただし，学部生・短大生を除く。
３．本学大学院後期課程に在籍する者並びに本学大学院前期課程の修了者は，指導教員の指導の下に投稿することが
できる。
４．その他，生涯学習研究所の活動に協力した者で紀要編集委員会が認めた場合に限り，学外の研究者も投稿するこ
とができる。

Ⅲ

投稿論文
１．投稿論文は，投稿者自身のオリジナルな研究に基づくもので，未発表のもの１本に限る。ただし，すでに口頭で
発表していても，その旨明記している場合は可とする。
２．内容は，原則として研究論文及び実践研究とする。紹介・解説・書評・統計上の記録などは原則として除外する。
３．投稿論文の掲載の採否は，生涯学習運営委員会において承認された査読者が査読のうえ，生涯学習研究所紀要編
集委員会の審査を経て決定する。
４．投稿論文は，投稿規程に準じたものでなければならない。投稿規程が守れない場合は，掲載取消とする。
５．掲載が認められた研究論文は，原則として日本十進分類法に従い，掲載順は生涯学習研究所紀要編集委員会が決
定をする。
６．人を対象とする研究は，原則として「聖徳大学ヒューマンスタディに関する倫理委員会」の審査を受け，研究倫
理に配慮している旨を本文中に記載する。

Ⅳ

申し込み及び提出期限
１．紀要投稿の申し込み及び原稿の提出期限は，原稿執筆の依頼書その他で知らせる。提出の期日はいかなる理由が
あっても守らなければならない。
２．投稿の申し込みは，研究紀要投稿申込書に執筆者（共著者を含む），題名（仮題も可），原稿の予定量などを明記
して申し込む。

Ⅴ

原稿執筆の要領については，原則として下記のとおりとする。
１．完成原稿はペン書き（ボールペンを含む）か，コンピュータ / ワープロ印字とする。
１）原稿量は，題名，副題，執筆者名，要旨，文献，書誌リスト，注，表，図・写真等を含む。
①ペン書きの場合は，
原稿用紙（原則としてＡ４判横書き 26 文字× 22 行）を用い，
題名，副題，執筆者名，
要旨，
文献，書誌リスト，注，表，図・写真等を含めて 40 枚以内とする。
②コンピュータ / ワープロで作成する場合は，原則としてＡ４判横書き（30 文字× 40 行）を用い，題名，副題，
執筆者名，要旨，文献，書誌リスト，注，表，図・写真等を含めて 19 枚以内とする。
③欧文書きの場合は，原則としてＡ４判横書き（65 字× 40 行）とし，題名，副題，執筆者名，要旨，文献，
書誌リスト，注，表，図・写真等を含めて 20 枚以内とする。
２）コンピュータ / ワープロで作成した原稿は，指定の電子媒体に，氏名，使用機種，使用ソフトを書いたラベ
ルを貼り，１部Ａ４判にプリントアウトしたものを添えて提出する。
２．執筆者は聖徳大学生涯学習研究所紀要タイトル用紙に，必要事項を記入し提出する。
３．表，図は，参照場所に挿入する。

１）原稿にとじる図，写真は１枚に１点ずつ載せる。
２）原図，オリジナル写真は厚紙にはさんで提出する。
３）デジタルデータを用いることができる。
４．完成原稿は，聖徳大学生涯学習研究所紀要タイトル表，原稿（表，図，図の解説文も含む）の順にまとめ，コン
ピュータ / ワープロを使用した場合は電子媒体もあわせて所定の期日までに提出する。上記の形式を満たしてな
いもの，及び期日を過ぎた原稿は受け付けない。

Ⅵ

原稿記載要領
１．横書きを原則とするが，必要な場合は縦書きも認める。
２．常用漢字，現代かなづかいを原則とする。特殊な文字・記号を用いる場合は，その旨を赤字で明記する。
１）基本的にフォントはＭＳ明朝を使用する。
２）数字・英字等は活字体で記し，フォントはセンチュリーを使用する。
３．注は本文中の適当箇所の右肩に１）
，２）のように番号で示し，原則としてそのページの末尾にまとめる。
４．参考文献は，必要があればまとめて番号を付けて列挙する。なお注及び参考文献は，原則として，著者名，論文
名，書名・雑誌名，巻数，出版年，頁の順に記す。
５．本文見出し番号の打ち方は，次のとおりにする。なお，大きい見出しには１行あける。
１

２

３

・・・・・・

（１）
（２）
（３）・・・・・・
①

②

③ ・・・・・・・

ａ ｂ ｃ ・・・・・・
６．表，図・写真等はなるべく簡潔にし，その枚数は必要最小限にとどめる。
１）表，図は１点ずつ白紙か薄青紙の方眼紙に明瞭に書き，表１，図１のように番号をつける。
２）図は著者提出のものをそのまま写真製版して掲載するので，墨入れすることが望ましい。必要に応じて
25％から 400％の範囲で縮小・拡大のみを行う。
３）写真の場合は，手札以上の白黒焼き印画を用いる。
４）図・写真等に文字を入れる場合は，原図の上にトレーシングペーパーをかぶせ，そこに鉛筆で記入する。
５）図・写真の解説文は，１枚にまとめ，原稿の末尾に付ける。
６）表，図，写真の挿入位置を原稿の欄外に指定する。
７）原図の下の余白には，執筆者名，図の番号，縮尺を，鉛筆で記入する。

Ⅶ

査読
１．査読者は原則として２人とし，論文の表記，内容に関して助言することができる。
２．執筆者は助言に基づき原稿に加筆・修正するものとする。
３．査読終了後の完成原稿の訂正は認めない。

Ⅷ

校正
１．校正の際，論題及び原文の変更は認めない。
２．執筆者による校正は，本文は再校までとし，表，図等は初校のみとする。
３．校正は赤字で明記し，期日までに行う。出張等で止むを得ない場合は生涯学習研究所に連絡するものとする。
４．校正記号は日本工業規格に準拠するのが望ましい。
５．終了後から発行までの間に，新たに出版された論文等を引用する必要が生じた場合は紀要編集委員会の承認を得
たうえで，本文末尾に「付記」として加筆することができる。
６．表記やフォントの統一，明らかな誤字脱字は事務局で修正する場合がある。

Ⅸ

その他
１．紀要刷りあがりレイアウトは，題名，副題，執筆者名，要旨，文献，書誌リスト，注，表，図・写真等を含めて
８ページ以内である。
２．原稿，電子媒体等は，紀要の完成後に執筆者に返却する。
３．ＰＤＦファイルでの紀要の納品がある。
平成３０年７月１３日

改定

編集後記
聖徳大学生涯学習研究所は平成 11 年度以来，地域の生涯学習の推進のために「生涯学習フォーラム」の開催や超少子
高齢社会における新たな課題解決のための「課題別研究会」の実施，自治体との連携・共催事業，さらに調査研究，研究
紀要の発行を行ってまいりました。聖徳大学の人的資源を活用しつつ，生涯学習の研究・実践に努めてまいりました。ま
た，聖徳大学地域連携社会貢献センターがスタートして以来，地域社会への貢献のために生涯学習の専門的な研究機関と
してさまざまな活動を展開しております。
本紀要は，その研究活動の一つとして継続しているものです。研究内容としては，2021 年は新型コロナウイルス感染
拡大２年目の状況下において課題別研究会や生涯学習フォーラムも，可能な方法 - オンライン・ハイブリット方式での開
催を余儀なくされました。しかしこれをポストコロナ時代の生涯学習を研究する好機と，とらえるべきだと考えます。新
しい領域にチャレンジする課題など広領域にわたっております。これらの課題について，さらに研究を推進し深めるため
に，「生涯学習研究所紀要第 20 号」をここに発行することとしました。
本号は，前号に続いて，多様な生涯学習の領域の中から，独創的な研究が発表されています。大変ささやかですが，大
学の地域における ｢社会貢献｣ を意識しているものです。内容については，これからも研究を継続し拡大していくことに
努めたいと思います。この研究紀要がこれからの生涯学習研究に活用されますよう念願しています。
なお，ご多忙の中，投稿してくださった先生方，査読及び内容のご指導をいただいた先生方に深く感謝申し上げます。

令和４年３月
聖徳大学生涯学習研究所
所長

長江 曜子
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