＜

解

説

＞

「 青少年の豊 かな成長を 支えるため には、学校 や地域にお いて、青少 年に対し意 図的、計
画的 に『奉仕活 動』をはじ め多様な体 験活動の機 会の充実を 図り、思い やりの心や 豊かな人
間性 や社会性 、自ら考え行 動できる力 などを培っ ていくこと が必要であ る。」と、平成１４ 年
７月 に中央教育 審議会答申 「青少年の 奉仕活動・ 体験活動の 推進方策等 について」 が提言さ
れて から５年が 経つ。
こ れまでの間 に、学校に おいては、 総合的な学 習の時間や 特別活動等 において取 り組まれ
てお り、地域に おいては「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。） や諸団 体が様々な 形で活動を 展開させて いる。
活 動をより深 め、高めて いくために は、
「意図的 、計画的に 」取り組ん でいくこと が肝心で
あろ う。
全 国の都道府 県・市区町 村の支援セ ンターから 寄せられる 活動報告及 び広報誌か ら、地域
にお いて児童生 徒たち対象 のプログラ ムが多彩に 用意され、 コーディネ ートされて いるのが
伺え る。
支 援センター の青少年ボ ランティア グループ活 動支援の対 応は二通り みられる。
１

支援セン ター主導で 青少年のグ ループを組 織し運営し ていくかか わり方（運 営に当た
って は青少年の 自主性を尊 重する）

２

既にある 青少年の組 織の継続と 発展のため に支援する かかわり方

であ る。
＜ １について ＞
北 海道せたな 町教育委員 会大成教育 事務所では 、区内にあ るボランテ ィア活動が 活発であ
った 高等学校の 生徒が、さらに地域で 活動できる よう、
「高校 生ボランテ ィアグルー プ」の 結
成を 進めた。高 校生の自発 性や社会性 を高めるた めに、日常 的に住民と 触れ合う機 会を多く
プロ グラム化し たのは、学 校側と協議 した結果で もある。
活 動を進める に当たって は高校生同 士の話し合 いを尊重し 、主体的に プログラム を作成さ
せ、 運営し実践 させていく ことに配慮 している。 この「高校 生ボランテ ィア活動支 援事業」
にお いては、コ ーディネー ターの明確 な目標のも とに、しっ かりとした 「見守り」 に支えら
れて 高校生の組 織が成長し ていく様子 が伺える。 学校の中だ けでは体験 できない地 域の人と
のか かわりを通 して社会の 一員として の自覚も深 まっていく ことが期待 される。
な お、この高 校は平成２ ０年３月に は廃校にな るとのこと 、その後の 取組をどう していく
のか 注目したい 。
福 島県にいつ る体験活動・ボランテ ィア支援セ ンターでは 、
「青少年グ ループ『 ヤンボラ に
いつ る』」事業に 取り組んで いる。小中 高校生を対 象として 、社会性や思 いやりの心 等豊か な
人間 性を育成す ることを目 的に組織し て、約４年 になる。地 域の諸団体 とつながり 、子ども
たち に自主的に 運営をさせ 、ボランテ ィアのグル ープの組織 の活動が広 がり、発展 させてい
った 例である。 今後も、子 どもたちの 人数がこの まま継続し ていければ 、この地域 にとって
も心 強いであろ う。
兵 庫県上郡町 子どもの居 場所づくり 推進協議会 は、「 子ども アクティブ 委員会」を 結成し 、
小中 学生が自分 たちで、計 画し、実行 することに より、未来 の地域リー ダーを育て ることを
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ねら っている。 さらに、日 常活動の充 実と、他の 団体とのネ ットワーク づくりが進 むのを期
待し たい。
＜２ について＞
北 海道北見市 ボランティ ア市民活動 センターで は、すでに 結成されて いる三つの 学生のボ
ラン ティアサー クルの支援 をしている 。それぞれ のグループ が円滑に活 動できるよ う、学習
会の 開催、アド バイス、情 報提供等を している。 支援の姿勢 は、根気よ く見守る形 でかかわ
り、 学生たちの 自主性を尊 重している 。学生たち の卒業後、 毎年人数を 確保できる ようどう
工夫 するかが課 題となって いる。
福 島県二本松 市安達体験 活動・ボラ ンティア活 動支援セン ターは、３ ０年の歴史 をもつ「安
達わ んぱく村チ ャレンジ教 室」の小学 生の活動に 、高校生が ボランティ アとして参 加するこ
とに より、事業 を支えてい る。高校生 の活動は、 この事業の みであった ので、今後 、支援セ
ンタ ーとして他 事業への参 加や、地域 での自主的 取組をコー ディネート したいとの 展望をも
って いる。ボラ ンティアと してこの活 動を支えて いる高校生 の中には、 かつて、小 学生のと
きに 参加してい たメンバー もいる。こ の意欲的な 高校生を何 とか組織化 して、多様 な活動へ
導い ていくこと ができれば 、地域の活 性化にもつ ながるもの と思われる 。
（中 根
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惇子）

