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解

説

＞

青 少年のボラ ンティア活 動は、全国 各地に「 体験活動ボラ ンティア活 動支援セン ター」
（以
下 、「支援 センタ ー」という 。）が 設置さ れる以前に も学校の部 活動や地域 の高校生会 等で取
り組 まれていた 。
「 支援センタ ー」が設置 され、そこ にコーディ ネーターが 配置されて から５年が 経過し、
青少 年の活動の 場や内容は 多様に広が っている。 福祉的分野 中心の活動 から、自然 ・環境、
まち づくり、国 際交流・協 力、文化・ 芸術等にか かわる分野 へと展開さ れているこ とが、毎
年全 国から寄せ られる活動 の報告や、 広報誌に見 てとれる。
と ころで、現 在の青少年 が置かれて いる状況は 全国各地ど こも似通っ ており、子 どもたち
の健 全な育成の ために、多 様な人や物 に触れ、交 流し、体験す る場が必要 になってき ている。
そこ で、コーデ ィネーター は子どもた ちがどのよ うにして様 々な人と交 流し、いろ いろな体
験を する場を、 どう開拓し ていけばよ いのかが問 われてくる 。
活 動の場を子 どもたちに 提供するき っかけは
１

「活動し たい」（体験 ・ボランテ ィアニーズ ）あるいは 、「活 動の環 境を提供し たい」
「体 験・ボラン ティアの参 加を求めた い」（ 社会ニ ーズ）とい う相談を受 ける

２

コーディ ネーターが 子どもたち の活動の発 展や継続性 等を考慮し て新たな場 を提供し
たい と思う

３

センター の事業とし て子どもた ちに心豊か にたくまし く生きる環 境を提供し たい
等が 考えられる 。

＜ １の観点か ら＞
愛 知県にしお ボランティ ア市民活動 センターの 「車いすダ ンス」事業 では、
・福 祉関係に進 学希望の高 校生から「 障害者とか かわるボラ ンティア活 動をしたい 」とい
う相 談
・大 学生から「 障害者スポ ーツボラン ティアに継 続して参加 したい」と の相談
・障 害者の施設 から「定期 的な車いす ダンス講習 ボランティ ア」の依頼
・車 いすダンス サークルか ら「障害の あるメンバ ーがボラン ティアをさ れる側から する側
へ活 動の場を広 げる」支援 をしたいと の希望
そ こで、この 四つの相談 を結び、青 少年が障害 者とともに 活動できる 場をコーデ ィネート
した ものである 。
こ れは、青少 年に活動の 場を提供し ただけでな く、同時に 、障害者自 身が車いす ダンスを
教え るというこ とで、他者 の役に立つ ことができ た点に特色 がみられる 。
＜ ２の観点か ら＞
静 岡県清水町 体験活動・ ボランティ ア活動支援 センターで は、学校の 総合的な学 習の時間
で、 社会福祉、 ボランティ ア活動につ いて学習し 、体験する ことが増え ても、その 後、継続
して 活動を行う 場が子ども たちの周り にない現状 をみて、地 域に呼びか け、ボラン ティア活
動を 定期的、継 続的に行え る受け皿を 設定できる ようにした 。その結果 、呼応して くれた施
設が 、児童生徒 のボランテ ィア活動の 場となった 。ねらいを 「ボランテ ィアを体験 する」場
の提 供をすると いう考え方 で進めてい る。ボラン ティアへの 「初めの一 歩」を踏み 出しやす
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くす る場づくり に重点を置 いている。
群 馬県吉岡町 生涯学習ボ ランティア 活動支援セ ンターでは 、青少年が 多くの体験 をするこ
とが 大切である という観点 から、それ まで、教育 委員会の事 務局員が進 めてきた成 人式に、
周囲 からは「公 式行事に子 どもを参加 させるのは いかがなも のか」と言 われたが、 青少年を
募集 し、
「成人式 ボランティ ア」として 活動の場を 設定した 。支援センタ ーが青少年 の活動 の
場を 英断して、 拓いた例で ある。
広 島県大野子 ども体験活 動・ボラン ティア活動 支援センタ ーでは 、
「 中学生の企画 によるキ
ャリ アアップ講 座」を実施 したが、こ れは、コー ディネータ ーが子ども たちの自主 的な提案
を受 け入れたも ので、子ど もたちの成 長を見守る コーディネ ーターや周 囲の大人た ちの細や
かな 配慮が伺え る活動の場 である。
＜ ３の観点か ら＞
静 岡県焼津市 青少年ボラ ンティア人 材バンクは 、青少年に 体験活動ボ ランティア 活動の機
会を 与えること をねらって 、平成１１ 年に設置さ れた。一方 では、市内 の公民館等 諸団体に
活動 機会の提供 を依頼して おくので、 子どもたち はその中か ら、自分の 条件に合っ たものを
選ん で活動に参 加している。特 に、
「乳幼児 との触 れ合い」は、回数が多 く、兄弟姉 妹の少な
い今 の子どもた ちにとって 貴重な体験 の場となっ ているよう である。継 続している ので、今
後、 乳幼児の対 応の仕方が 深まってい くことが望 まれる。
（中 根
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惇子）

