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従前 から、社会 教育施設や 社会教育団 体などの運 営や事業展 開に関わる ボランティ アは多
く、 ボランティ アが我が国 の社会教育 を支えてき たと言って も過言では ない。
最近 の調査（文 部科学省「 社会教育調 査」平成１ ７年度）を 見ても、公 民館、博物 館、図
書館 、青少年教 育施設のボ ランティア は増加して おり、とり わけ図書館 ボランティ アの増加
は著 しい。この ような傾向 は、日頃利 用している 社会教育施 設を住民の 互助によっ て盛り上
げよ うとする気 運の高まり と、学んで 成果を社会 に還元しよ うとする意 識が定着し た表れで
あろ う。
社会教育施設の中で青少年のボランティア活動を推進する取組で積極的に行っているの
が青 少年教育施 設であり、 その内容は ①ボランテ ィア受け入 れ事業と② ボランティ ア養成事
業に 大別できる 。
ボラ ンティア受 け入れ事業 は各施設で 行われてお り、主たる 活動は①施 設内外の環 境の整
備、 ②主催（企 画）事業の 運営補助や 企画、③広 報活動の補 助などであ る。このよ うな活動
への 参加者は青 少年から高 齢者まで幅 が広く、日 常的な活動 には社会人 の参加が多 く、休日
や長 期休暇中に は青少年の 参加が多い 。
ボラ ンティアを 受け入れて いる施設で は、ボラン ティアの資 質向上を図 るための研 修会の
開催 や交流会な どを実施し ているが、 ボランティ アが自主的 に研修会を 実施してい る例も多
くな っている。
ボラ ンティア養 成事業も各 施設で行わ れているが、 その目的 は①当該施 設のボラン ティア
を養 成するため の事業と② 地域で活動 するボラン ティア養成 、③県内ま たは全国に 設置され
てい る青少年教 育施設で活 動するボラ ンティアの 養成などが ある。目的 はともあれ 各施設で
行わ れているボ ランティア 養成事業に 、高校生・ 大学生の参 加が多く、 学校の枠を 超えた交
流の 機会となっ ている。
独立 行政法人国 立青少年教 育振興機構 では、所管 する２８施 設で活動で きるボラン ティア
を養 成するため に、共通プ ログラムを 策定し、国 立青少年教 育施設で活 動するボラ ンティア
にと って必要な 資質を高め るプログラ ムを提供し ている。
社会 教育団体の 活動は従来 からボラン ティアによ る活動であ り、それぞ れの団体が 独自の
方針 によってボ ランティア の養成や活 動内容を定 めている。 最近の傾向 として、歴 史を重ね
てい る青少年団 体の他に、 子どもの活 動を支援す るグループ やＮＰＯの 活動が各地 で活発に
展開 されており 、それらの 活動に青少 年が積極的 に関わって いる。
社会 教育施設や 社会教育団 体と「体験 活動ボラン ティア活動 支援センタ ー」（ 以下 、「セン
ター 」という 。）との 連携・ 協力のあり 方として次 のようなこ とが考えら れる。
①情 報の提供と 相談・体験 プログラム の提供
ボラ ンティア活 動に関心を 持っている 青少年が増 加している が、どこで、 どのよう な
活動 ができるの かがわから ずに悶々と している青 少年が多い ことも事実 である。この よ
うな青少年に対して社会教育施設や社会教育団体が求めているボランティアについて
の情 報を各種媒 体によって 提供するこ とが必要で ある。
また、 情報提供 に加えて、個 々の社会 教育施設や 社会教育団 体で行うボ ランティア 活
動の 内容につい ての概略的 な相談を受 ける体制の 整備が必要 であるが、そ の人的配 置が
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十分 であるとは 言い難い現 状である。
さら に、社会教 育施設や社 会教育団体 などと連携・ 協力し、ボ ランティ ア活動体験 の
プロ グラムを提 供すること も考えられ る。
民間 のボランテ ィア協会や ボランティ アセンター などでは、青少 年のニ ーズに応じ た
活動 相談や体験 プログラム の提供、活 動の場の開 発を行って いる。
②活 動発表の機 会の提供
既に ボランティ ア活動を行 っている青 少年に活動 の経験を発 表する機会 を、社会教 育
施設 や社会教育 団体と連携・ 協力して 開催するこ とも考えら れる。活動 発表の機会 を設
ける ことは、これ からボラ ンティア活 動に踏み出 そうとする 青少年にと って動機付 けに
なり 、既に活動 を行って青 少年には自 らの活動を 振り返る絶 好の機会と なる。
③ネ ットワーク の架け橋
青少 年のボラン ティア活動 を推進する ために、地域に 設置さ れている社 会教育施設 や
社会 教育団体・ ＮＰＯ、ボ ランティア 関係団体・ グループな どと、セン ターの連携 ・協
力が 必要であり 定期的に情 報交換の機 会を設定す ることが求 められる。
本 章には６件 の事例が掲 載されてお り、そのう ちの４件は 社会教育施 設を利用し ているグ
ルー プや施設が 主催する事 業の参加者 が、学んだ 成果を地域 の子どもた ちのために 還元した
もの である。２ 件は中高校 生がリーダ ーとなり青 少年の活動 に汗を流し た事例であ る。いず
れの 事例もボラ ンティアの 自主性を尊 重し、ボラ ンティアの 特性に合っ た活動のマ ッチング
に留 意しており 、学ぶこと が多い事例 である。
（木 村
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清一）

