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Ⅰ
１

研究の概要
研究主題
「障がい者の生涯学習推進のあり方に関する研究」

２

研究目的
障がいのある方が社会で活躍しているニュースや記事に触れる機会が多くなってきてい

る。残念ながら延期にはなったが、東京 2020 オリンピック・パラリンピックに関連し、多
くのパラアスリートが注目を浴び、メディアでは高い身体能力や、障がいと共に現在に至
るまでの軌跡が紹介されている。芸術分野においても、その多彩な能力やセンスにより、
企業と連携して作品が商品化されたケースや、障がい者の作品の美術展が開催されるなど、
私たちの目に触れる機会が多くなっている。
2017 年（平成 29 年）、文部科学大臣より「特別支援教育の生涯学習化に向けて」とのメ
ッセージが出され、障がい者が学校卒業後も生涯を通じて教育や文化、スポーツなど様々
な機会に親しむことができるようになることを目的に、文部科学省において「障害者の生
涯を通じた多様な学習活動の充実についての方策（方針）」が打ち出され、強く推し進めら
れている。
本県の「いわて県民計画」
（2019～2028）第１期アクションプラン「Ⅰ健康・余暇」にお
いても、
「いつでも、どこでも、だれでも」が生涯にわたって学び続けられる場づくりの重
要性や、多様な学習機会の充実に向け、学びの機会や活躍の場等に関する情報の集積・提
供を一層充実させることとしている。
その一方で、文部科学省が実施した「生涯学習を通じた共生社会の実現に関する研究」
における学校卒業後の障害者が社会教育施設において学習活動に参加する際の阻害要因・
促進要因に関するアンケート調査（各都道府県の市町村公立公民館、生涯学習センター等
の社会教育施設を対象。回答数 2,734 施設）によれば、障害者への学習支援の経験が「無
い」と答えた施設の割合は 85.5%となっている。また、障害のある人の学習支援に関わる
事業の有無については、「無い」と答えた施設の割合が 89.7%であり、施策の推進と実態が
大きくかけ離れるものとなっている。
本研究は、上記の状況を踏まえ、障がい者の生涯学習推進の動向を探るとともに、本県
の社会教育行政や社会教育施設（生涯学習施設）における障がい者への生涯学習の事業実
施（情報提供含む）の状況、社会教育施設における障がい者への配慮の有無等についてア
ンケート調査を実施し、その現状を把握することを第一の目的とする。さらに、本県や他
都道府県における障がい者の学びの先進的な取組事例についても紹介・考察することによ
り、本県における障がい者の生涯学習がどのように推進されていくべきものなのか、また
その実現に当たっての課題は何なのかについて探るものである。
（※法令等の引用では「障害」と表記している場合があること）
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３

年次計画
１年次：文献研究とアンケート調査
参与研究（活動団体との情報交換、実際の活動）
２年次：訪問調査と参与研究

Ⅱ

研究の内容
１

障がい者の生涯学習を推進する意義
“誰一人取り残さない”持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため掲げられた
SDGsの理念は、障がい者がこれまで社会の中において、その権利や自由を満足に享有す
るに至らなかった諸課題の解決に向けて大きな流れとなっている。先にも述べたように、
障がいのあるなしにかかわらず、共に学び生きる「共生社会」の実現は国際社会や日本
国内でも多様な政策が打ち出されており、その意義を国民一人一人が共有し解決に向か
おうという社会全体の取組として認知され始めた。しかし、各都道府県の市町村公立公
民館、生涯学習センター等の社会教育施設へのアンケート調査では障害のある人の学習
支援に関わる事業の有無については、「無い」と答えた施設の割合が89.7%となった。こ
れにより学校卒業後の障がい者の学びも担うべき機関が、障がい者を対象とするには至
っておらず、または対応することができない現実がわかってきた。ここでは、今共生社
会の実現が目指されているなかで、障がい者の生涯学習の推進が、どのように進められ
ているのか整理していきたい。さらに、これまでの障がい者の生涯学習施策や学びがど
のようなものであったのかについても併せて見ておくことにする。

(１)
ア

障がい者をめぐる社会状況
共生社会の実現について
共生社会とは、これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障

がい者が、積極的に参加・貢献していくことができる社会のことである。国では2004
年（平成16年）に「障害者基本法」を改正し、国や地方公共団体の責任において障
害者の差別の防止や社会参加のための支援をすること、国民の責務として障害者の
人権の尊重や社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加できる社会の実現
に寄与するよう努めなければならないことが明記されている。また、障がいのある
なしにかかわらず、男女、年齢に関係なく国民一人一人がお互いの人権や尊厳を大
切にし、誰もが幸福に生き生きとした人生を送れる社会を共につくっていくことが
重要とされている。これまで特別な存在とされ、障がい者はかわいそうであり助け
られるべきといった過去の考え方は大きく変化し、共に生きるための相互理解や活
動の場の設置など、国や各都道府県施策をはじめ、地域毎の取組事例も多く、広が
りを見せている。しかし、その一方では痛ましい事件も発生しており、引き続き国
民一人一人が共生社会をつくるための一員として、その理念と活動の目的を理解し、
推進していくことが求められている。目指すところは、障がいがあるなしにかかわ
らず、共に学び生きる社会の実現であり、そのためには障がい者があらゆる分野へ
の参加をしていくための障壁を社会全体で打ち破ることにある。大きく変化する社
会の中で、多様化、複雑化する問題と向き合いながら障がい者が豊かな人生を送る
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ことができるようにするためには、一人一人が生涯にわたって学び続けること、学
びを通じてその成果を生活や社会活動等に生かしていくことが重要とされており、
国、地方公共団体、学校、関係団体等が連携を図りながら、その取組を推進してい
くことが求められている。その際に「障がい者」という言葉でひとくくりにするの
ではなく、障がい者一人一人の特性や状況に応じることができるための障がい・障
がい者理解が大きなポイントとなる。
イ

障がい者の生涯学習推進
なぜ今、障がい者の生涯学習に関わる政策を国が推進しているのか。これは2014
年（平成26年）に国が批准した「障害者の権利に関する条約」
（以下、障害者権利条

約と記す）をはじめ、障がい者に関する諸施策が国内法の整備等によって改善され
たことにある。この障害者権利条約第24条には「障害者を包容するあらゆる段階の
教育制度及び生涯学習を確保する」と明示された。
また、研究目的にも記述したとおり、2017年（平成29年）に文部科学大臣メッセ
ージ「特別支援教育の生涯学習化に向けて」が出された。このメッセージが出され
た背景には、当時の大臣が特別支援学校を訪問した際に「学校卒業後、学びや交流
の場が無くなってしまうのではないか」という不安の声が保護者からあったとされ
ている。
文部科学省の令和元年度学校基本調査によれば、高等学校卒業後の大学、短大進
学率は58.1%と過去最高となったことが報告されている。一方で、特別支援学校高等
部卒業後の進学率は、全ての障がい種で2.0%、知的障がいのある生徒に限れば、そ
の割合は0.4%となっている。
このような現状を踏まえ、障がい者の生涯学習推進においては、生涯を通じた学
習支援の中でも特に、特別支援学校高等部卒業後から社会への移行期においての学
びに課題があり、この課題を解決していくために、生涯を通じて教育や文化、スポ
ーツなどを様々な機会に親しむことができるための多様な学びの機会を充実させて
いく必要がある。
これらのことが、障がい者の生涯学習が提唱されるに至った経緯となっている。
2019年７月に文部科学省より「障害者の生涯学習の推進方策について（通知）」が
出され、
「文部科学省 障害者の学びに関する当面の強化策 2019-2022」が示された。
その中には各都道府県・市町村に期待される取組として以下の５点が挙げられてい
る。
【都道府県・市町村に期待される取組】
１、障害者の多様な学習活動の充実
２、障害の有無にかかわらず共に学ぶ場づくり
３、障害に関する理解促進
４、障害者の学びの場づくりの担い手の育成
５、障害者の学びを推進するための基盤の整備
「障害者の生涯学習の推進方策について（通知）」(文部科学省 2019)

- 3 -

１においては、都道府県と市町村の連携による学びの場の確保や、学校教育段階
からの社会教育と連携した教育活動推進が望まれている。２については、現在ある
事業を「合理的配慮」の観点から見直すことで共に学ぶ場を増やしていくことが期
待されている。３については、社会福祉協議会との連携・協働による地域における
障がい理解促進が望まれている。４については、都道府県や市町村の障害者学習支
援担当者が、文部科学省が開催している「共に学び、生きる共生社会コンファレン
ス」への参加等を通じて先進事例に触れたり専門性を身につけたりすることが望ま
れている。５については、生涯学習に加えてスポーツ、文化芸術、福祉労働分野と
連携していくための庁内、関係機関との連携などネットワークの構築や、障害者の
就業と生活を一体的に支援している障害者就業・生活支援センター等と連携しての
学びのニーズを踏まえた相談支援体制づくりなどが期待されている。
このように、障がい者の生涯学習を推進していくために、各関係機関がどのよう
な点を意識しながら取り組んでいけば良いかが通知の中に具体的に示されている。
ウ

全国調査から見る障がい者の学びの現状
障がい者の生涯学習を推進する理由と意義は前述したが、国から様々な施策が打

ち出されていることに対して、障がい者の生涯学習推進がどのような状況にあるの
か、その実態を全国的な調査を参考にしながら整理しておきたい。
文部科学省は、平成30年度に「学校卒業後の学習活動に関する障害者本人等アン
ケート調査」（以下、「本人アンケート調査」と記す）を実施し、障害者の生涯学習
活動への参加状況、参加の阻害要因・促進要因、学習ニーズ等について把握してい
る。その中で「共生社会」の実現に向けて学習機会が充実されることについて、
「そ
う思う」
「まあそう思う」とする人が８割を占める一方、学習の場やプログラムが身
近に「ある」と感じている人の割合は３割程度と低くなっている。学校卒業後の学
習経験として多いのは「余暇・レクリエーション活動」
（31.1％）、
「健康の維持・増
進、スポーツ活動」
（30.3％）、
「学校段階で学んだ内容の維持・再学習に関する活動」
（27.4％）であり、
「特になし」は38.8％となっている。生涯学習に関する課題とし
て多いのは、「一緒に学習する友人、仲間がいない」（71.7％）、「学習費用を支払う
余裕がない」
（71.5％）、
「学ぼうとする障害者に対する社会の理解がない」
（66.3％）
などである。障がい当事者の方も、学校卒業後の学びが重要だと感じているにも関
わらず、身近に講座や学習プログラムが無い状況がある。学校卒業後に実際に学ん
だ内容は、
「余暇やレクリエーション」、
「健康の保持・増進」、
「スポーツ活動」、
「学
校で学んだ内容の維持再学習」となっているが、それ以上の割合で「特になし」が
38.8%と学校卒業後に学びに触れられていない現状が見られる。
また、2017年（平成29年）の「障害者の生涯学習活動に関する実態調査」（以下、
「地方公共団体等実態調査」と記す）では、学校卒業後の障害者の学校から社会へ
の移行期や人生の各ライフステージにおける効果的な学習に係る支援の推進に向け、
全都道府県、市区町村、特別支援学校における学習プログラム提供の実態や体制整
備の状況等について把握している。その結果は、障害者の生涯学習活動に関する取
組を把握している都道府県は62.9％、市区町村は29.8％となっているほか、障害者
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の生涯学習に関する組織がある都道府県は5.7％、市区町村は4.1％、コーディネー
ターがいる都道府県は2.9％、市区町村は4.2％であり、障がい者の生涯学習を実施
するための体制が整備されていない状況が明らかとなっている。都道府県、市区町
村、特別支援学校いずれにおいても、優先的な課題として「体制の整備」が上位３
までに挙げられているほか、都道府県と市区町村においては「ニーズの把握」、市区
町村と特別支援学校においては「講師及び指導者の確保・養成」が上位３位までに
挙げられている。さらに、
「学校卒業直後の障がい者を対象とした事業・プログラム
の有無」の項目では都道府県の28.6%、市区町村の75.6%が「実施していない」と回
答している。これらのことから、生涯学習の対象である障がい者の学習ニーズはあ
るものの、各都道府県や市区町村はそれに対応した事業やプログラム展開や必要な
情報提供、それを支えるためのコーディネーターや支援者養成のための十分な体制
が整備されていない現状があることがわかった。
エ

障がい者を取り巻く国際的な動向
これまで障がい（者）は、個人の問題とされてきた歴史がある。社会は障がい者
というマイノリティへの対応は後手となり、大多数の意見が反映された、大多数が
生きやすい社会が形成されてきた。その結果、障がい者の権利保障や人権尊重とい
った視点は埋没してきたといってもいい。そのような歴史の中において、『1981年
の国際障害者年は、障害をもつ人の社会参加を拒むあらゆる障壁(バリア)を取り除
くことを呼びかけ、同時にそれによって障害をもつ人ももたない人と同じように生
活と仕事をし、また文化的活動へも参加していくというノーマライゼーションの考
え方を日本において普及させていく上で大きな役割を果たしていた。』(小林2006)
ノーマライゼーションを世界で初めて提唱したのはデンマークのニルス・エリク・
バンク-ミケルセンである。隔離的保護的で劣悪な環境の巨大施設に収容されてい
る知的障がい児者の処遇の実態に心を痛め、1951年に発足した知的障がい者の親の
会の活動に共鳴し、そのスローガンが法律として実現するように尽力した。彼が推
進力となって作られた1959年法は、ノーマライゼーションという言葉が世界で初め
て用いられた法律となった。この考え方は次第に浸透し、1971年の「国連知的障害
者権利宣言」、1975年の「国連障害者権利宣言」の土台となり、1981年の「国際障
害者年」のテーマを「完全参加と平等」とした国連決議へとつながっていく。第４
回ユネスコ国際成人教育会議では「学習権宣言」が出され、学習することを基本的
人権の一つとして普遍的なものであることが示された。2006年(平成18年)に国連総
会において、「障害者の権利に関する条約」(以下「障害者権利条約」と記す)が採
択されたことは大きな転換期の一つであった。「障害者権利条約」は、障がい者の
人権や基本的自由の享有を確保し、障がい者の固有の尊厳の尊重を促進するため、
障がい者の権利を実現するための措置等を規定しており、障がい者に関する初めて
の国際条約である。その内容は、市民的・政治的権利、教育・保健・労働・雇用の
権利，社会保障，余暇活動へのアクセスなど、様々な分野における障がい者の権利
実現のための取組を締約国に対して求めるといった内容である。これにより国は、
「障害者権利条約」の条文に則り、国内法の整備を進めていくこととなった。
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オ

国内における障がい者施策
国は2007年(平成19年)にこの条約へ署名したものの、締結に向けては国内法の整

備や障がい者に関する制度改革を進めるべきといった意見が多数寄せられたことか
ら、2009年(平成21年)「障がい者制度改革推進本部」を設置した。これにより、
「障
害者基本法」の改正(2011年)、「障害者総合支援法」の成立(2012年)、「障害者差別
解消法」の成立と「障害者雇用促進法」の改正(2013年)等様々な制度改革を行って
きた。
2011年（平成23年）
「障害者基本法」の改正において、その第１条（目的）には「全
ての国民が障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない
個人として尊重されるもの」であり、
「全ての国民が、障害の有無によって分け隔て
られることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するた
めに障害者施策を推進すること」を定めている。また、第２条（定義）では、それ
まで障がいは病気や外傷などから生じる個人の問題であるとした「医療モデル」の
考え方が一般的であったが、
「障害者権利条約」の考え方に基づき、障がいは社会に
よって作り出され障がい者の社会への統合の問題であるという「社会モデル」の考
え方に改められた。例えば、下肢の障がいをもつ方が施設を利用しづらいのは、そ
の方に障がいがあるからではなく、施設に段差があることやエレベーターが設置さ
れていないことにより、利用に制限がかかること（社会的障壁）によるものといっ
たことである。このような社会的障壁の除去については、第４条（差別の禁止）に
おいて、それを必要としている障がい者に対して合理的配慮がなされなければなら
ないとされ、負担が過重でない場合、その規定の範囲内において提供しないこと、
また否定することは差別にあたるとした。この合理的配慮については、2013年（平
成25年）に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」
（以下「障
害者差別解消法」と記す）、「障害者雇用促進法」においても、障がい者の権利利益
を侵害しないよう、行政機関や事業主に対して、障がい者が社会的障壁の除去を必
要とするときは、その必要な措置を講ずることと規定している。「障害者権利条約」
の採択により、その内容に照らしながら、関連する様々な国内法が整備された。
カ

岩手県における障がい者施策
-「障がいがある人もない人も共に学び生きる岩手県づくり条例」を中心に本県においては、「障害者権利条約」への署名後、国内法の整備と同時期に、「障
がいがある人もない人も共に学び生きる岩手県づくり条例」(以下、「共生き条例」
と記す)が2011年(平成23年）に施行されている。この条例は、県の責務並びに市町
村、県民及び各事業者の役割を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項
を定めることにより、障がいがある人と障がいのない人が互いに権利を尊重し合い
ながら共に学び共に生きる地域づくりを推進することを目的として制定された(「障
がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例逐条解説」2011)。ま
た、同条例第２条(２)には「障がいがあることを理由として不利な区別、排除及び
権利の制限をすること並びに障がいのない人と実質的に同等の日常生活又は社会生
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活を営むことができるようにするための必要かつ合理的な配慮」についても示され
ている。

【岩手県「障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例」リーフレットより】

この「共生き条例」が全国的に見てどのような位置にあるものかを見ておくこと
にする。「障害者の権利等を保護・促進するための取組について(条例関係)」(内閣
府2014)によれば、岩手を含め2014年（平成26年）時点では全国で17道府県において
条例やその制定に向けた取組が行われている。また、政令指定都市では６市で条例
の制定及び検討が行われている。中でも、大阪府では1998年(平成10年）に「大阪府
人権尊重の社会づくり条例」が施行されている。全国で最も早く障がい者の差別や
人権について解消していくことを目的にその取組を条例で定めた自治体であろう。
また、千葉県においては2007年(平成19年）「障害のある人もない人も共に暮らしや
すい千葉県づくり条例」を施行している。大阪府との違いは、その条例のタイトル
に障がいのある人もない人もとあるように、障がいにも注力していることが見て取
れる。続いて東北６県を見てみる。内閣府(2014)の調査時点では、本県以外の５県
には本県の「共生き条例」と類似した条例は制定されておらず、2016年（平成28年）
に「障害者差別解消法」が施行されたことに合わせて条例の検討が行われ、令和２
年12月現在では、条例が施行されている県、または検討中という県がある。
このことから、本県の「共生き条例」は、制定時期を見ても全国的に先進的な取
組であることがわかる。障がいがある人もない人も共に生きる、いわゆる共生社会
の実現に向け、県独自の条例を制定し、障がい者の権利の享有や社会の中にある障
壁の除去、不当な取り扱いの除去、共に学ぶ共生社会の実現に向け「県障がい保健
福祉課」を中心に、各市町村保健福祉関係部局、社会福祉協議会等と連携しながら
取り組んできた歴史がある。本条例附則には「施行後３年を目途として、この条例
の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと
する」と規定されており、2014年(平成26年)に各市町村及び福祉サービス事業者等、
障がい者団体に対し意見を募集・照会をおこない、８団体、22の意見が出された。
市町村や関係団体等から具体的な課題や要望が出されており、今後も本条例の意義
の周知や関係各所の役割の確認、さらには個人毎の意識の変化を促していくことや、
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具体的な取組の推進が期待される。
キ

合理的配慮とは
「合理的配慮」は、おそらく多くの方が耳慣れない言葉かと思う。主に福祉に携

わっている方や、教育現場、特に特別支援学校や特別支援学級設置校においては知
っている又は理解しているという方も多くいるだろう。
「障害者権利条約」では「第
二十四条 教育」において、「教育についての障害者の権利を認める」こと、またこ
の権利を「差別なしに、かつ機会の均等を基礎として実現するため、障害者を包容
する教育制度（inclusive education system）等を確保する」ことが示されており、
これを実現するために確保するものの一つとして「個人に必要とされる合理的配慮
が提供されること」を位置付けている。
ではその「合理的配慮」とはどのようなものを指すのか。同条約「第二条 定義」
には、
「合理的配慮」とは「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基
本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調
整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又
は過度の負担を課さないものをいう。」と定義されている。
つまり、障がい者がその権利を行使し、自由を享有するために障壁となっている
いわゆるバリアを取り除くために、障がいのある人から求められた際に、負担が重
すぎない範囲で対応することである。具体的な事例で見てみると、研修会などで手
話通訳者を手配したり、スライドに字幕をつけたり、書くことが苦手な方の書類を、
代筆が問題無い書類に関して本人の確認を十分に得ながら代わりに記入する、意思
表示が難しい方に対して、タブレットや絵カードなどを使う、段差があった場合に
はスロープなどで補助をするなどが挙げられる。
（リーフレット「合理的配慮を知っ
ていますか？」内閣府）
このように、
「合理的配慮」の提供を具体的に見てみると、特別に大がかりな工事
や、大幅な変更が必要なものではない。障がいのあるなしにかかわらず場合によっ
ては配慮が求められたりすることもあるのではないだろうか。行政サービスだけに
とどまらず、様々な場面において「合理的配慮」の観点からその内容や対応を見直
すことも必要である。この合理的配慮の提供について、学びの対象者である障がい
者やその支援者に対して、提供をする旨の周知を現存の講座やプログラムにおいて
行っているかどうかが大事なのである。
「共生社会」や「共に学び生きる」といった理念を実現するには、具体的な取組
が必要である。単に障がい者を差別しているわけではない、誰でも参加できる講座
やプログラムだと謳っていたとしても、誰もが同じ場所で学ぶためには、その障が
い特性に応じた配慮が当然必要である。しかし、提供可能な配慮事項や、必要に応
じて参加の条件などを示すことなく来るもの拒まずという、いわば理念頼りでの具
体的に配慮が見えない状況は、障がい者やその支援者にどう映るのだろうか。

- 8 -

（２）障がい者を取り巻く学びの変遷
障がい者を取り巻く様々な制度改革が、
「障害者権利条約」の締結後から一層加速
したことは事実としてある。しかしこのような時代に至るまでには障がい者は社会
において、また学校教育や社会教育において必要十分な権利と学びの環境が整備さ
れてきたとは言い難く、障がい者の理解と障がい者を取り巻く諸施策の整備に向け
ては多くの時間を要してきた。ここでは障がい者の学びがどのような道筋を辿って
きたのか、現在に至るまでの学校教育と社会教育における障がい者の学びについて、
それぞれ整理していく。
ア

学校教育施策
(ア)

戦前から戦後における障がい者の学校教育
国における障がい児教育については、1890年（明治23年）盲（視覚障害）
・ろ

う（聴覚障害）が学校教育の対象となっており、1923年（大正12年）には、各
都道府県に対して盲学校、聾学校の設置を義務づけている。これは戦前のこと
であり、盲・ろう教育以外の心身障がい児に対する教育の位置づけが教育法と
して明確化されたのは戦後のこととなる。1946年（昭和21）に日本国憲法が公
布され、国民の基本的な権利の一つとして「教育を受ける権利」を定めた。
翌年には教育基本法と学校教育法が公布されたことにより、障がい児が教育
を受ける権利を法制度上に位置付けたこととなるが、就学猶予・免除規定によ
り、実際にはそのほとんどが教育を受けることができなかったことも事実とし
てある。実際に知的障がい、肢体不自由、病弱を対象とした養護学校が設置さ
れるのは1956年（昭和31年）に「公立養護学校整備特別措置法」（現在廃止）が
制定されてから更に後なのである。その背景としては、知的障がい、肢体不自
由、弱のための学校設置に向けての実績が無かったこと、戦後の混乱と財政困
窮のために、一般の小学校、中学校の義務教育を優先させたことにある。
『1979年（昭和54年）に養護学校の義務化が大きな出来事であった。』（工藤
2004）それまで教育基本法があるにもかかわらず、障がい児が就学することを
保障されていなかった状況が、この義務化によって大きく転換した。これによ
り、1978年（昭和53年）までに500校が整備され、児童生徒数は５万人を超える
に至った。逆に、特殊学級の児童生徒は減少した。いわゆる分けられた教育が
スタートしたといってもいいだろう。
(イ)

特殊教育から特別支援教育へ
1979年の養護学校義務化以降、障がい児者の義務教育は制度として保障され、
その後は高等部の新増設も多く見られた。また、同年、障がいのため通学して
教育を受けることが困難な盲・聾・養護学校小学部、中学部の児童生徒に対し
て、養護学校等の教員が家庭や医療機関等を訪問して教育を行う「訪問教育」
が実施された。その後1993年(平成５年)には、通常の学級に在籍する軽度の障
がいのある児童生徒が通常の学級で教科等の授業を受けながら、特別の指導を
特別の場で行う「通級による指導」が実施された。
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2001年（平成13年）「21世紀の特殊教育の在り方について（最終報告）」示さ
れた。特殊教育の現状ではノーマライゼーションの進展や、障がいの重度・重
複化や多様化など特殊教育をめぐる状況の変化が生じていることから、これか
らの特殊教育は、障がいのある児童生徒等の視点に立って一人一人のニーズを
把握し、必要な支援を行うという考えに基づいて対応を図る必要があるとされ
た。
それまで、障がいの種類や程度に応じて、盲・聾・養護学校や特殊学級など、
特別な場で指導を行ってきたこと、また、通常の学級に多く在籍すると考えら
れるLD、ADHD、高機能自閉症等により学習や生活についての特別な支援を必要
とする児童生徒に対する教育的対応については、従来の特殊教育は必ずしも十
分に対応できていない状況が課題であった。
そのような課題を踏まえ、2003年（平成15年）に文部科学省から「今後の特別
支援教育の在り方」が出され、翌年には中央教育審議会で「特別支援教育を推
進していくための制度の在り方」が審議された。これまで障がいの程度等に応
じ特別の場で指導を行う「特殊教育」から障がいのある児童生徒一人一人の教
育的ニーズを把握し、適切な教育的支援を行う「特別支援教育」へと転換が図
られた。また近年の国際的な障がい観(「国際生活機能分類」(ICF(International
Classification of Functioning, Disability and Health))の変化も踏まえ、
身体機能や構造の欠陥を補うという視点で捉えることは適切ではなく、生活や
学習上の困難や制約を改善・克服するために適切な教育及び指導を通じて、障
がいのある児童生徒の主体的な取組の支援を行うことを特別支援教育の視点と
して考えていく必要があることも示された。
（ウ）

特別支援学校卒業後の進路
2018年（平成29年）文部科学省「特別支援教育資料」によれば、特別支援学

校の設置数は全国で1,135校となっている。そのうち高等部を設置しているの
は988校で87.0%となっている。養護学校義務化の後から、高等部の設置は増加
してきている。
平成30年３月卒業者において、特別支援学校中学部からの進学率は98.4%とな
っている。また、中学校特別支援学級からの進学の状況は、94.4%となっており
そのほとんどが進学している状況となっている。これは高等部設置率が増加し
ていることが、進学率の増加につながっているといえる。
次に、特別支援学校高等部卒業後の進路の状況はどのような状況となってい
るのか。同調査によれば、同年の特別支援学校高等部卒業生は21,657人となっ
ている。その中で進学した人数は427人となり進学率は2.0%となっている。既述
のとおり、2019年月（令和元年）文部科学省『学校基本調査』によれば高等学
校卒業者の進学率が82.8%と過去最高となっているが、特別支援学校高等部の進
学者と比較すると非常に大きな差となっており、いかに特別支援学校高等部卒
業後の進学率が少ないかがわかる。進学した2.0%以外の進路先はどのような状
況なのか。その内訳は、社会福祉施設入所・通所が最多で61.1%、次いで就職31.2%、
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教育訓練機関等1.6%、その他4.1%となっており、そのほとんどを一般事業所や
福祉事業所への就労が占めている状況となっている。
特別支援学校高等部卒業後に自立した生活が送れるよう、一般的な企業への
就労や福祉事業所が運営する施設や事業所への就労、いわゆる福祉的就労のた
めに、在学期間中から身辺自立や働く際に身につけるべきコミュニケーション
能力の獲得、長時間働くための体力作りなどに学校生活の中で多くの時間が割
かれる現状にある。
「特別支援学校小・中学部学習指導要領」（平成29年公示）、「特別支援学校高
等部学習指導要領」
（平成31年公示）では、学校教育段階から将来を見据えた教
育活動の充実を図る観点から、新たに、「生涯学習への意欲を高めるとともに、
社会教育その他、様々な学習機会に関する情報の提供に努めること」
「生涯を通
じてスポーツや文化芸術活動に親しみ、豊かな生活を営むことができるよう配
慮すること」が盛り込まれた。
生きていくためには、労働の対価として、賃金を得ることは大切なことでは
あるが、多様な状況にある生徒の進路がこれだけ限られるのは、やはり学校卒
業後の学びの場や機会が準備されておらず、就労以外に選択することができな
いという事情が大きな要因となっている。
イ

学校教育外の障がい者の教育施策
(ア)

障がい者の生涯学習・社会教育
「青年学級」は、戦後、国の産業振興や民主的な文化国家建設に寄与する勤

労青少年教育を目的に、また教育の機会均等を目的に行われてきた。1953年(昭
和28年)に「青年学級振興法」（1999年廃止）が制定され青年学級は「勤労に従
事し、又は従事しようとする青年に対し、実際生活に必要な職業又は家事に関
する知識及び技能を習得させ、並びにその一般的教養を向上させることを目的
として、この法律の定めるところにより市町村が開設する事業」と定められた。
知的障害者の社会教育の代表的なものとして障害者青年学級がある。(寄木・
髙橋2011)障害者青年学級は1964年(昭和39年)に東京都墨田区で始まった「すみ
だ教室」に起源をもつ。
『学校という場所を離れると、彼らは学習の場を失うと
同時に、みんなと一緒に何かをしたいという精神的な安定の場も失ってしまう。
そんな人たちの卒業後の支えとなるべくして生まれたのが、
「すみだ教室」であ
る』。（小林2002）まさに、前述した当時の文部科学大臣が、学校卒業後の学び
や交流の機会の減少に危惧する保護者の声を耳にし出された特別支援教育の生
涯学習化と障がい者の生涯を通じた学びの推進が、今から50年以上も前に自治
体や学校のPTA、親の会単位で興っていた。当初は、学校卒業後のアフターケア
を目的にしており、講座の講師を教員が務めるなど学校教育の色合いが強くあ
った。青年学級が広がりを見せる中で、教える側と教えられる側という関係性
が見直され『成人である知的障がい者はいつまでも教育の対象ではなく、自ら
学ぶ主体であるという認識が広がり、学級を支えるスタッフも講師からボラン
ティアとなり、ボランティアから市民へと変わっていった。』
（寄木・髙橋2011）
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『しかし、当初から社会教育の事業として構想されたわけではない。むしろ
この教室が社会教育事業として発足したのは、制度上の都合であり、学校教育
の施策としては卒業生を対象とした事業を興すことができなかったこと、福祉
行政が未熟であったこと、障害をもたない中卒青年に対する青年教育が社会教
育事業として既に盛んに行なわれていたこと、といった遠因によっていた。』(津
田2000)
過去、障がい者の生涯学習という学校教育の延長にある学びの機会として見
て取れるのは、おそらくこの障がい者の青年学級だけではないだろうか。具体
的な取り組み事例を探っていけば、
「青年学級振興法」の趣旨に添う取組にはな
っていないものの、当時の養護学校卒業生の保護者や学校関係者が止むにやま
れず活動していた事例もあるのかもしれない。
「青年学級振興法」がその役目を
終え廃止となった現在も、障がい者の青年学級は活動を継続している。スタッ
フや学級生の高齢化、希望者の増加や講座のマンネリ化といった課題はあるも
のの、障がい者の学校卒業後の学びを主に担っている場が青年学級以外に選択
肢が広がっていないことも大きな理由であろう。障がい者にとって、多様な学
びの場や機会がメニューとして選択できるような社会をつくっていくことが期
待されている。
(イ)

障がいのある子どもたちの放課後支援
学校卒業後における障がい者の学びの機会が青年学級に頼らざる得ない現状
については前述したが、在学期間中における学校外での障がい児者の活動や支
援はどのような状況にあるのか。特別支援教育対象の子どもたちは増加の一途
を辿っている。2019年９月（令和元年）文部科学省「日本の特別支援教育の状
況について」によれば、義務教育段階の児童生徒数が減少傾向にある中で、特
別支援教育対象の児童生徒数は平成19年比で4.2％（41万7千人）
（ 特別支援学校、
小・中学校）増加している。また、小・中学校の特別支援学級、通常学級にお
ける特別支援教育対象の児童生徒数も増加となっている。
『しかし一方で、障がいのある子どもの放課後・休日の活動に関わる社会的

支援は不足しており、障がいのある子どもと家族は放課後・休日に困難を抱え
ていることが多い。』（丸山2009）

(３)

障がい者の生涯学習推進に向けて
ここまで、障がい者を取り巻く諸施策の現状や課題、学校教育・社会教育の歴史につ
いて述べてきた。国の「本人アンケート調査」による生涯学習の課題として「学ぼうと
する障害者に対する社会の理解がない」（66.3％）や、「文部科学省 障害者の学びに関
する当面の強化策 2019-2022」において都道府県・市町村に期待される取組の「障害に
関する理解促進」にも示されているように、障がい・障がい者の理解は、障がい者の生
涯学習を推進する上で課題となっており、それに対応する形で強化策が打ち出されてい
る。さらには、共生社会の実現にも大きく関係することである。これらのことから、国
が推進している諸施策を、今後県や市町村レベルで具体的に推進していくためには、障
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がい（者）の理解、いわゆる学習対象者の理解が必要不可欠であることがわかる。障が
い（者）の理解の促進と併せ、今後障がい者の生涯学習をどのように推進していくこと
が望まれるのかについて、以下の３つの観点から整理しておく。
ア

障がい・障がい者理解の促進
障がい者の生涯学習は、スポーツ、文化芸術活動、医療や福祉、そして労働など
様々な分野で多様な活動の中において取り組まれていくものである。つまり、障が
い者の生涯学習はそれらの活動と切り離して推進できるものではない。障がい者の
生涯学習にはそういった多様な活動や実施主体が取り組むことができる可能性があ
り、その先には共に学び生きる「共生社会」の実現が期待される。そのためには、
障がい・障がい者について社会全体で理解を促進していくことが求められている。
障がい・障がい者理解無くして、学習ニーズの把握は成り立たない。障がい・障
がい者は多様であり、同じ障がいであっても一人一人違いがある。合理的配慮の提
供においても、対象理解を推進することで適切な配慮を提供することが期待できる。
また、障がい者の専門知識を有する地域の社会福祉協議会や福祉事業所などと連携
していくことも必要となるが、障がい・障がい者理解を深めることによって、学習
対象者への配慮について、どのような知識を有している関係機関に相談すれば良い
かを判断することができる。
障がい者の生涯学習の推進において、全ての基本となるのは対象者の理解、すな
わち障がい・障がい者理解の推進といえる。

イ

多様な主体との連携
障がい者の学びにおいて、特に課題となっているのは学校卒業後の社会へ移行期
における学びであることは前段でも触れたことである。また「文部科学省 障害者の
学びに関する当面の強化策 2019-2022」においても、１障害者の多様な活動の充実、
２障害の有無にかかわらず共に学ぶ場づくりについて都道府県、市町村に期待され
る取組として示されている。具体的には①多様な主体による多様な学びの機会の提
供②多様な形態の共に学ぶ場づくりが挙げられる。①においては、これまで記して
きたことからもわかるように、圧倒的に障がい者の学ぶ場が少ない状況にあること
がわかっている。多様な主体とは、公民館、生涯学習センター、NPO、障がい者関係
団体、特別支援学校の同窓会などがある。この多様な主体が障がい者の対応に関す
るノウハウ、当事者ニーズの把握、生涯学習プログラムの立案などそれぞれの専門
性を発揮し、ネットワークを構築し連携していくことにより、多様な学びの場が提
供されることにつながっていく。さらに、学びをサポートする人材の育成も期待さ
れる。②において、障がいのあるなしにかかわらず共に学ぶ場を増やしていくため
に、生涯学習提供主体が共に学ぶ場の事例を知ることや、スポーツ・文化活動をと
おした共生社会実現の取組の促進などがある。文科省が主催する「共に学び、生き
る共生社会コンファレンス」においては、各ブロックの地域における障がい者の生
涯学習や共生社会実現のための事例が数多く取り上げられている。
スポーツ・文化活動では東京パラリンピックの開催にむけた障がいがあるなしに
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かかわらず共に取り組める障がい者スポーツの啓蒙も行われている。令和２年度「障
害者の生涯学習支援活動」に係る文部科学大臣表彰において、本県の「久慈市卓球
バレー協会」が文部科学大臣表彰を受賞している。これは障がいのあるなしにかか
わらず、共にスポーツを楽しむ場を提供したり、スポーツを通じて地域社会とのつ
ながりが生まれていることなど、共生社会の実現や共に学ぶ場がつくられているこ
とが認められ受賞となったものである。
これまで、障がい者を学びの対象として捉えていなかった学びの提供主体が障が
い（者）の理解や先進事例を知ること、さらには福祉、教育、労働など様々な分野
が個々にもつ専門性を共有することにより、多様な学びが増えていくことが期待さ
れる。
ウ

生涯学習分野における合理的配慮の推進
「合理的配慮」という言葉が福祉関係以外ではあまり耳慣れない言葉であること
や具体的な例については前述した。今ある生涯学習講座やプログラムについて合理
的配慮の観点から見直しを進めていくことが重要である。今後障がい者の生涯学習
を推進するにあっては、物理的環境、人的支援、意思疎通（筆談、要約筆記、読み
上げ、手話、点字等）などを視点として再確認することにより、それぞれが持つ特
色ある生涯学習講座やプログラムが障がい者にも開かれる可能性を十分秘めている。
また、障がい者本人の特性に応じた支援も必要であることから、学びの提供主体が
障がい（者）を理解したり合理的配慮の提供について理解を深めたりする機会が必
要である。特に、重症心身障がい児者や医療的ケア児者の学びの際には、より専門
的な知識や障がい（者）理解が必要である。多様な障がい者に対して学びを提供し、
学びを通じて障がい者本人や支援者、家族も共に学ぶことができるような環境づく
りが期待される。
以上、障がい者の生涯学習をめぐる動向・可能性について検討・整理してきた。
こうした障がい者の生涯学習の動向と展望に鑑みた場合、本県における多様な主体
による学びの提供や生涯学習分野における合理的配慮の推進等、障がい者の生涯学
習の実態はどのような状況なのか。それを明らかにするために、県内各市町村教育
委員会及び生涯学習担当部局に対しアンケート調査を実施することとした。以下は、
そのアンケート調査結果の分析・考察である。
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２

アンケート調査について
(１)

「障がい者の生涯学習推進のあり方」に関する調査

本調査は「障がい者の生涯学習推進のあり方」に関して、県内各市町村教育委員会
及び生涯学習を主管する部局を対象としてアンケート調査を行い、回答をまとめた
ものである。
ア

調査の概要

（ア）

調査方法

県内各市町村教育委員会及び生涯学習を主管する部局の担当者に調査票を依頼
し、Ｅメールにより回答を得る。
（イ）

調査対象
県内各市町村教育委員会及び生涯学習を主管する部局の担当者（33市町村）

（ウ）

調査内容

・障がい者の生涯学習推進に関する各市町村の現状について
・障がい者の生涯学習推進に関する今後の課題等について
（エ） 調査期間
・令和２年８月17日（月）～９月15日（火）
（オ） アンケート調査回収結果
・33市町村の教育委員会及び生涯学習を主管する部局全てから回答を得た。
※

各図の（n=）は設問に対する回答数を示す。

※

「その他」における自由記述については、趣旨を損なわない範囲で要約し記
載する。

(カ)

その他

アンケート調査にあたって、設問の種類については文部科学省がこれまでに実施
した調査を参考にした。また、障がい者の学習支援や生涯学習・社会教育に関する
過去の論文を参考に作成した。なお、回収後、回答数に制限がある項目において、
制限以上の選択や、逆に選択数が不足していた市町村については回答担当者へ連絡
し、再度報告または電話にて聞き取りした。また必要に応じて担当者へ許可を得た
うえで修正を加えた。
イ

調査結果１（単純集計）

実施したアンケート調査の単純集計結果を設問ごとに示す。なお、
「東北地方における
障害児者社会教育の現状と課題」
（工藤2004）、
「障害者の生涯学習に関する実証的研究―
学習権保障の視点から―」（小林2007）、学校卒業後における障害者の学びの推進に関す
る有識者会議「障害者の生涯学習の推進方策について」報告（2018）を参考に、できる
だけ本アンケート調査との比較を試みていきたい。なお、比較する調査項目はそれぞれ
アルファベットを付し、以降の表記は対応するアルファベットとする。
Ａ「東北地方における障害児者社会教育の現状と課題」（工藤2004）
Ｂ「障害者の生涯学習に関する実証的研究―学習権保障の視点から―」（小林2007）
Ｃ「障害者の生涯学習に関する実態調査」
(独立行政法人国立特別支援教育総合研究所2018)※以後「特総研」と記す
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問１

「回答者の属性」について
本アンケートの回答者の属性は以下のとおりである。(１)の「回答者の年齢」に

ついては40歳～49歳が51.5%で最多で、次いで50歳～59歳が21.2%、30歳～39歳が
15.2%となっている。40歳以上としてみると、その割合は72.7%となり、行政での経
験が比較的豊富な中堅以上の方が回答者となっていることがわかる。
【図１】問１-(１)「回答者の年齢(n=33)」
0.0%

10.0%

20歳～29歳

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

12.1%

30歳～39歳

15.2%

40歳～49歳

51.5%

50歳～59歳
60歳以上

60.0%

21.2%
0.0%

（２）では現職経験年数（通算年）の設問である。３年以上５年未満が30.3%、
次いで１～３年未満が27.3%となっている。また、１年未満が21,2%と一定数ある
ことから、社会教育・生涯学習担当部局の経験が浅い方も、本アンケートの回答者
となっていることが分かる。
【図２】問１-(２)「回答者の現職経験年数(通算年)(n=33)」
0.0%

5.0%

10.0%

15.0%
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25.0%

30.0%

35.0%
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１年未満

27.3%

１年以上～３年未満

30.3%

３年以上～５年未満

21.2%

５年以上

（３）は、障がい者に関係する法律や施策等について、ある程度認識しておい
てほしいと思われる用語についての設問である。
「SDGs（持続可能な開発目標）」が
69.7%、次いで「障害者基本法」が48.5%、また「共生社会」が「障害者基本法」と
ほぼ同率で45.5%となっている。その他の用語については低い選択率となっている。
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【図３】問１-(３)「ある程度認識している用語（複数回答）」
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ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合かつ一体
的な推進に関する法律

12.1%
3.0%

第４次障害者基本計画
ICF（国際生活機能分類）

問２

80.0%

0.0%

「各市町村の社会教育施設について」

問２は、各市町村におけて、社会教育施設が障がい者の利用に対して配慮がある
かどうか、またその配慮には具体的にどのようなものがあるのかについての設問であ
る。問２-（１）の障がい者の利用に配慮した社会教育施設が「ある」と回答した市
町村は100%となり、全ての市町村に障がい者の利用に対し、何かしら配慮した社会教
育施設があるという結果となっている。
【図４】問２-(1)「障がい者の利用に配慮のある社会教育施設(n=33)」
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16年前の調査Ａの表４によれば、
「障がい者への配慮がある社会教育施設」につい
て本県56市町村（2004年当時で、２市町村が未報告）では「ある」80.3%、「ない」
17.9%、「わからない」1.8%となっていて、障がい者に配慮した社会教育施設の整備
は大きく進展したといえる。
【Ａの表４】

問２-(２)のどのような配慮があるかについては、「トイレ(身障者用、ストーマ
用、多目的など)」が100%、次いで「スロープ」が97.0%となっている。また、「自動
ドア」、
「駐車場（スペース）」、
「車いす」、
「手すり」も80%を超える結果となった。
「人
員配置(障がい者ボランティア、手話通訳、介助・補助者)」が０%となっている。
【図５】問２-(２)「社会教育施設における障がい者への配慮の種類(n=33)」
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点字
人員配置（障がい者ボランティア、手話通訳、介助・
補助者）

0.0%

その他
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3.0%

Ａと比較してみる。工藤(2004)はアンケート調査の中で障がい者に配慮のある社
会教育施設「配慮点キーワード」の上位10項目を表に示している(東北６県全体)。
配慮の１位は「スロープ」で94.3%であり、本研究アンケートでは97.0%と微増とな
った。特筆すべきは「トイレ」66.1%が現在100%、
「エレベーター」25.8%が63.6%、
「車
いす」、
「手すり」、
「駐車場(スペース)」、
「自動ドア」が一桁の割合だったのに対し、
現在は80%以上と大きく増加しており、社会教育施設における障がい者への配慮点が
大きく整備されてきていることがわかる。しかし、「人的配置(障がい者ボランティ
ア、手話通訳、介助、補助者)」は0%となっている。
【Ａの表５】 ※ 東 北 ６ 県

問３

「各市町村教育委員会（又は生涯学習を主管する部局）が主催・共催した事業
について」
問３は、教育委員会及び生涯学習を主管する部局が主催・共催した事業について

の設問である。(１)主催・共催した事業や講座の障がい者の参加については、
「障が
い者を対象とした事業や講座がある」と回答した市町村は0%となった。
「障がい者も
参加できる事業や講座がある」が6.1%、「障がいの有無を意識していない」が93.9%
となっている。
【図６】問３（１）「事業や講座の障がい者の参加について(n=33)」

0.0%

障がい者を対象とした事業や講座がある

障がい者も参加できる事業や講座がある

障がいの有無を意識していない
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20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

0.0%

6.1%

93.9%

Ａでは「障害児者への配慮がある事業」について、障がい者に配慮のある事業
を「計画していない」が87.5%、
「計画した」が12.5%となっている。また、本県だ
けでみると、
「計画していない」87.5%、
「計画した」12.5%となっており、 本アン
ケートと比較すると、障がい者の参加や、参加した場合の配慮について、その実
態は大きく変わっておらず、むしろ事業や講座に障がい者の参加を意識していな
い割合が若干増加していることがわかる。
【Ａの表６】

(２)-①～⑤は、問３-(１)で「障がい者を対象とした事業や講座がある」又は「障
がい者も参加できる事業がある」と回答した市町村のみに回答を求めた設問である。
２市町村のみの回答となり母数が少ないため、割合が高くなっていることをお断り
しておく。(２)-①「事業や講座の連携・協働先」では、「社会福祉協議会」50.0%、
「公共職業安定所」50.0%となっている。
【図７】問３(２)-①「事業や講座の連携・協働先(n=2)」
0%
一般首長部局

20%

40%

60%

0.0%
50.0%

社会福祉協議会
幼、小、中、高、特別支援学校

0.0%

障がい者団体

0.0%
50.0%

公共職業安定所
観光協会

0.0%

商工会

0.0%

農業・漁業協同組合

0.0%

医療機関

0.0%

その他

0.0%

なし

0.0%
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80%

100%

（２）-②「事業や講座の参加条件」では回答した市町村全てが特に設けていない
と回答し100%となっている。参加条件を「特に設けていない」にもかかわらず「年
齢」の項目が50.0%となっている理由は、この事業が成人式だからである。
【図８】問３（２）-②「事業や講座の参加条件」(n=2)
0.0%
障害の種類・程度

0.0%

付き添い・介助の有無

0.0%

20.0%

40.0%

80.0%

0.0%
100.0%

特に設けていない
その他

100.0%

50.0%

年齢
移動手段の有無

60.0%

0.0%

（２）-③「事業や講座の広報手段」については、「市町村広報誌」と「学校・障
がい者団体等を通じて」が100％となっている。次いで「ポスター・チラシ」「ホー
ムページ・ＳＮＳ」「家族・個人へ直接連絡」がそれぞれ50.0%となっている。
【図９】問３（２）-③「事業や講座の広報手段」(n=2)
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

100.0%
100.0%

市町村広報誌

ポスター・チラシ

50.0%

ホームページ・ＳＮＳ

50.0%
100.0%

学校・障がい者団体等を通じて

50.0%

家庭・個人へ直接連絡

その他

80.0%

0.0%
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（２）-④「障がい者向け及び障がい者も参加できる事業や講座を実施している理
由」については、
「障がい当事者からの要請」
「福祉団体や障がい者団体からの要請」
が100%、次いで「障がい者の生涯学習として必要」「施設・設備が整っているから」
が50%.0となっている。
【図10】問３（２）-④「障がい者向け及び障がい者も参加できる事業や講座を実施している理由」(n=2)
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

50.0%

障がい者の生涯学習の機会として必要
国や県からの要請

0.0%

特別支援学校や特別支援学級設置校からの要請

0.0%

保護者からの要請

0.0%
100.0%

障がい当事者からの要請
0.0%

市民からの要請

100.0%

福祉団体や障がい者関係団体からの要請
50.0%

施設・設備が整っているから
0.0%

その他

（２）-⑤「障がい者向け及び障がい者も参加できる事業・講座の実施目的」につ
いては、「生きがいづくりや自己実現」「交流と仲間づくり」が100%となっている。
次いで「自己表現やコミュニケーション支援」「その他」が50.0%となっている。
【図11】問３（２）-⑤「障がい者向け及び障がい者も参加できる事業・講座の実施目的」(n=2)

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

生きがいや自己実現

100.0%

交流と仲間づくり

100.0%

自立した生活に必要な知識及び技能の習得

0.0%
50.0%

自己表現やコミュニケーション支援
体力や健康づくり

0.0%

職業技術の習得や就職支援

0.0%

家族支援

0.0%

その他

50.0%

（３）は（１）「主催・共催した事業や講座の障がい者の参加について」の問いに
「障がいの有無を意識していない」と回答した市町村に回答を求めた設問である。事
業や講座について「障がいの有無を意識していない理由」については、「障がい者に
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ついては他部局が担当」が58.1%と最多で、次いで「障がい当事者や保護者、障がい
者関係の施設・関係団体からの要請がないため」が38.7%となっている。
【図12】問３-(３)「事業や講座において、障がいの有無を特に意識していない理由」(２つ以内で回答
0.0%

20.0%

40.0%

80.0%

58.1%

障がい者については他部局が担当

障がい当事者や保護者、障がい者関係の施設・関係団体
からの要請がないため

38.7%

35.5%

事業を担当できる職員やスタッフ・ボランティア不足

32.3%

対象となる障がい者の把握不足

事業予算、施設、設備の不足

60.0%

n=33)

12.9%

その他

22.6%

【その他】
〇障がい有無に関係なく開催できる自主講座を検討
〇障がいの有無を区別しない（障がい者だからといって拒むことはしない）
〇障がい者から参加希望者がある場合、対応可能であれば健常者とともに受講
〇周知等に「障がい者」を特筆せず一般と同様扱いしている

障がい者の有無を意識していない理由として本アンケート調査で最も多かった回
答が「障がい者については他部局が担当」の58.1%であったが、Ａでは、障がいに配
慮した事業を計画しない理由として「社会教育の分野ではないので必要ないと思う」
が3.6%となっている。項目の文言は違うが、障がい者は社会教育分野ではなく、福祉
分野や社会教育以外で担当するものといった意味として捉えるのであれば、その割合
は大きく増加している。逆に、予算不足については過去24.3%だったものが、本調査
12.9%と減少しており、予算や施設・設備が理由で障がい者に対応した事業や講座が
意図されていないということではないことがわかった。
過去と比べて割合が現在と同様に高いのは「関係団体からの要請がないから」「人
手がない」という項目である。Ａの表28では「住民・福祉団体からの要求が無い」42.0%、
本アンケート38.7%となっている。障がい者のための学びの機会を積極的に広げるた
め、障がい者の学習ニーズ調査を実施したり、障がい者団体と連携している状況では
ないようである。また、「人手がない」はＡが39.3%、本アンケート35.5%とほぼ横ば
いで同じ割合となっている。
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【Ａの表28】

また、Ｂでも障がい児・者に対応した事業を行っていない理由について「必要と思
うが事業を担当できる職員やスタッフ・ボランティアがいない」が大きな理由として
挙げられていることから、障がい者に対応した事業を展開するためには、過去と同様
に、相変わらず人手を確保することに課題があることがわかった。
【Ｂの問19】
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問４

「障がい者の生涯学習を推進する上で、どのような課題があるか」
問４は「障がい者の生涯学習推進における課題」についての設問である。課題とし

て最多となった項目は「生涯学習に関するニーズの把握」が78.8%となっている。次い
で「関係部局や関係機関・団体等との連携」が66.7%、
「生涯学習に関する体制の整備」
が51.5%となっている。「その他」の自由記述は「障がいの有無を区別することそのも
のが課題」となっている。
また、
「特別支援学校との連携」が6.1%と割合が低くなっており、課題として意識さ
れていない。特別支援学校小・中学部学習指導要領、特別支援学校高等部学習指導要
領では、学校教育段階から生涯学習意欲を高めること、様々な学習機会に関する情報
提供、生涯を通じたスポーツや文化芸術活動に親しみ、豊かな生活を送れるよう配慮
することが盛り込まれた。そのような観点から、社会教育・生涯学習分野が特別支援
学校と連携していくことは、今後障がい者の生涯学習を推進していくために、一層重
要なポイントの一つといえる。
【図13】問４障がい者の生涯学習推進における課題（４つ以内で回答
0.0%

n=33）

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%
78.8%

生涯学習に関するニーズの把握
66.7%

関係部局や関係機関・団体等との連携
51.5%

生涯学習に関する体制の整備
特別支援教育や障害者福祉等に関する専門的知見を有す
る、生涯学習活動に係るコーディネーター等の配置

48.5%
33.3%

生涯学習に係る講師及び指導者の養成・確保

27.3%

生涯学習に関する事業・プログラム開発

24.2%

生涯学習を行う施設・設備等の整備

21.2%

生涯学習に係るボランティアの養成・確保
生涯学習機会の充実

15.2%

生涯学習に係る専門職員（社会教育主事等）の専門性の
向上

15.2%

生涯学習に関する情報提供
特別支援学校との連携
その他

100.0%

9.1%
6.1%
3.0%

Ｃと比較してみる。Ｃの調査で最も多かった項目は「生涯学習活動に関するニー
ズの把握」70.3%となっている。次いで「生涯学習活動に関する体制の整備」69.2%、
「生涯学習に係る講師及び指導者の確保・養成」55.3%となっている。本アンケート
調査でも、「生涯学習に関するニーズの把握」が最も多い項目となっている。また、
「生涯学習に関する体制の整備」や「生涯学習に係る講師及び指導者の確保・養成」
といった項目も上位にあり、国が行った調査結果と本県各市町村が課題として意識し
ている項目が同様であることがわかった。さらに、「関係部局や関係機関・団体等と
の連携」はＣでは６番目だったが、本アンケートでは２番目となっており、本県各市
町村において「関係部局や関係機関・団体等との連携」の項目は一層課題視されてい

- 25 -

ることがわかる。
【Ｃの図２－６－２「障害者の生涯学習活動を実施・推進する上での優先的な課題」＜市町村＞】

問５ 「今後、障がい者に対応した事業を推進していくために必要な条件は何だと思い
ますか」
問５は、今後障がい者に対応した事業推進のための条件についての設問である。最
多となった項目は「担当職員の配置とスタッフ・ボランティアの確保」が69.7%、次
いで「福祉関係部局や団体からの援助と協力」が63.6%となっている。
【図14】問５今後障がい者に対応した事業推進のための条件（２つ以内で回答
0.0%

20.0%

n=33）

40.0%

63.6%

福祉関係部局や団体からの援助と協力

33.3%

予算と施設・設備

24.2%

障がい当事者や保護者、障がい者関係団体からの要請
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80.0%
69.7%

担当職員の配置とスタッフ・ボランティアの確保

その他

60.0%

9.1%

「その他」の自由記述については以下のようになっている。
【その他】
○教育関係者による障がいに関する理解。
○障がい者への合理的配慮（障がい者に対応する上で妨げとなる様々な障壁を取り除く配慮）

一方Ａでは、障がい者の「配慮事業を行うために必要な条件」として、
「障害児者
に関する知識」が63.1%、次いで「人手」が57.3%、
「予算」が53.1%となっている。
【図
14】
「その他」の自由記述には「障がいに関する理解に課題がある」との記述もあっ
た。このことから、障がい者に関する知識が不足していることにより、一般向けの
事業を展開するための条件よりも難しさを感じていることがうかがえる。
【Ａの表29】

さらに、Ｂの調査においても、障がい児者に対応した事業を実施するために必要
な条件として、
「スタッフ・ボランティアの確保」といった人的配置の面に対するニ
ーズがはっきりと表れている。
【Ｂの問20】

問 2 0 実 施 に必 要 な 条 件
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問６

「今後、障がい者の生涯学習推進に向けて課題と感じていること」
ここでは、得られた自由記述をそのまま記載する。（市町村名等は非公開）
・社会教育施設の職員が、障がい者の生涯学習推進の重要性を認識し、障がい者の
ニーズを把握したうえで、限られた予算と人員で実施可能な事業を組み立てられ
るかが課題となると考える。

・市では、全庁規模による生涯学習推進ネットワークを形成している。障がい者学
習支援の充実については主に健康福祉部地域福祉課などを中心に取り組むことと
している。
・障がい者の生涯学習推進について、必要性を感じてはいるものの、現時点では対
象者やニーズを把握していない状況。実際に事業を企画し運営するためには、専
門的な知識を持ったスタッフや関係機関等との連携が必要であり、今の状況では
ハードルが高いと感じている。推進の第一歩として、他市町村で参考となる事例
の収集や、企画運営に際して職員が留意しなければならないポイント等を学んで
いければと考えている。
・生涯学習事業で障がいを理由に断っている事業は無いが、実際には参加希望が無
い状況である。ただし、成人式は例年、参加希望者がおり、手話通訳及び担当職
員の配置を行い、家族の付き添いも可とし対応している。近年、障がいの種類も
増えており、安心・安全に事業を実施するためには、スタッフの充実・増員が必
要であるが、財政状況等から十分な対応が難しい。
・県の保健福祉部局と教育委員会部局の情報共有や連携が必要と感じる。
・障がい者の学習ニーズ把握の手法。障害の状態や特性、心身の発達段階に合わせ
た学びの提供の難しさ。
・関係部局や関係機関・団体等との連携が不十分な面もあるため、情報共有を図り
連携を密にするとともに、制度や体制に関する理解を深めるため各種研修会等を
活用しながら生涯学習に関するニーズの把握に努めていきたい。
・障がい者に関する担当部署との連携やニーズ把握、学習を活用できる社会環境の
醸成。
・身体に障がいのある人については、ある程度のバリアフリー化とスタッフ対応で
一般同様に対応できると考えられるが、知的障がいのある人については、特別支
援員等の専門職員や活動ボランティアの確保が課題。
・小規模自治体としては対応する設備等の整備や専門性を有する職員の配置などが
課題。
以上のような自由記述から、障がい者の生涯学習を推進するうえで課題と感じていること
はスタッフ・ボランティア等の人的な拡充、対象となる障がい者の理解や学習ニーズの把握、
他部局間連携等が挙げられた。また、小規模自治体が単独でこれらの課題を解決していくこ
とは難しく、各市町村単位から、より広域的な取り組みへと連携・協力を図っていくことも
必要である。
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ウ

調査結果２(クロス集計)
前述のアンケートについて、クロス集計をおこなった。問１-（１）～（３）につい

ては、市と町村別、また問１-（３）については、年齢別、経験年数別にクロス集計を
おこなった。問２以降は全て市と町村別とした。なお、問３-（１）-①～⑤については
回答母数が少ないため、クロス集計をかけたとしても有効な差異が出る可能性が極めて
低いことから、この部分のクロス集計は見送ることとした。
問１-(１)の回答者の年齢について、市・町村ともに40～49歳の割合が一番高くな
っている。30歳代、50歳代においては市・町村ともにほぼ同じ割合となっている。
20歳代においては、市では0%となっている。市では20代のいわゆる若手が障がい者
の生涯学習を対応する配置にはなっていないこと、町村では一定数担当しているこ
とがわかっている。
【図15】 問１-(１)「回答者の年齢」 × 「市(n=14)・町村(n=19)別」

市
0.0%
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10.0%

0.0%

20.0%

町村
30.0%

40.0%

10.5%
14.3%
15.8%

30歳～39歳
40歳～49歳

14.3%

50歳～59歳
60歳以上

50.0%

0.0%
0.0%

60.0%

57.1%

42.1%
21.1%

問１-(２)の現職の経験年数(通算年)において、生涯学習分野の経験が「１年未満」
の人が担当している割合が市28.6%、町村15.8%となっており、市では経験の少ない
人でも担当している割合が町村に比べて多くなっている。市・町村ともに多い項目
は「３年以上５年未満」で、市28.6%、町村31.6%となっている。市・町村ともに生
涯学習分野の経験が多い方が担当していることがわかる。また、１年以上から５年
以上まで幅広い経験年数の方が障がい者の生涯学習に関係していることもわかる。
【図16】問１-(２)「回答者の現職経験年数(通算年)」 × 「市・町村別」

市
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5.0%

10.0%

１年未満

町村
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30.0%
28.6%

15.8%
21.4%

１年以上～３年未満

35.0%

31.6%
28.6%

３年以上～５年未満

31.6%

21.4%
21.1%

５年以上

問１-（３）「ある程度認識している用語」について、市と町村別に見てみると、

- 29 -

どちらも高い割合だった項目は「SDGs（持続可能な開発目標）」で、市が78.6%、町
村が52.6%となった。町村で最多だった項目は「障害者基本法」の57.9%となってい
る。しかし、市を見てみると21.4%となっており、その差が大きく開いている。「障
害者差別解消法」は、市が28.6%なのに対し町村は0％となっている。「障害者差別解
消法」に定める「社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関す
る環境の整備」いわゆる「合理的配慮」の項目については市・町村ともに21%弱とな
っている。
【図17】問１-（３）「ある程度認識している用語」 × 「市・町村別」

市

町村

0.0%

20.0%
21.4%

障害者基本法
7.1%

障害者総合支援法
障害者差別解消法

80.0%

57.9%

28.6%

5.3%

14.3%
21.4%
21.1%

合理的配慮
0.0%

7.1%
42.9%
36.8%

共生社会
インクルーシブ教育
ICF（国際生活機能分類）

60.0%

15.8%

0.0%

ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合かつ一
体的な推進に関する法律

第４次障害者基本計画

40.0%

10.5%

28.6%

0.0%
0.0%

SDGs（持続可能な開発目標）

52.6%

78.6%

また、回答者の年齢別に見てみると、どの年齢層に関しても５割以上となった項目
は「SDGs」で、20歳～29歳が100%、30歳～39歳が80.0%、40歳～49歳が58.8%、50歳～
59歳が71.4%となっている。各年代で認識に大きな差が出た用語は「合理的配慮」で、
20歳～29歳が75.0%なのに対し、他の年代は30%以下の認識にとどまっている。一番低
かったのは40歳～49歳で17.6%となっている。

- 30 -

【図18】問１-（３）「ある程度認識している用語」 × 「各年代別」
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ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合かつ一体的
な推進に関する法律

60.0%

80.0%

40.0%
47.1%

100.0%

71.4%

42.9%
25.0%
17.6%
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20.0%
11.8%
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75.0%

20.0%
17.6%
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合理的配慮
0.0%
0.0%
5.9%
0.0%

第４次障害者基本計画

29.4%

共生社会

50.0%
57.1%

80.0%

25.0%
20.0%
17.6%
14.3%

インクルーシブ教育
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

ICF（国際生活機能分類）
SDGs（持続可能な開発目標）

58.8%

80.0%
71.4%

100.0%

さらに、経験年数別に見てみると、どの経験年数でも多数に認識されている用語は
「SDGs」で１年未満が85.7%、１～３年が66.7%、３～５年が60.0%、５年以上が71.4%
となっている。市町村、年齢、経験別ともに0%と認識されていない用語が「ICF（国
際生活機能分類）」となっている。
【図19】問１-（３）「ある程度認識している用語」 ×

1年未満

「経験年数別」

１～３年

0.0%

３～５年

11.1%
10.0%

障害者総合支援法

ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合か
つ一体的な推進に関する法律

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

共生社会
インクルーシブ教育

0.0%

ICF（国際生活機能分類）

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

SDGs（持続可能な開発目標）
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42.9%

80.0%

100.0%
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71.4%

42.9%
42.9%

10.0%
14.3%
14.3%
0.0%
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28.6%

0.0%
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44.4%
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問２の各市町村の社会教育施設について、社会教育施設における障がい者の利用に
ついて「配慮にはどのようなものがあるか」については、大きな差が出た項目は「エ
レベーター」で、市92.9%に対し、町村42.1%とその差が50.8%となっている。次いで「客
席（車いす対応等）」で、市64.3%、町村31.6%とその差が32.7%となっている。なお、
「ス
ロープ」「トイレ（身障者用、ストーマ用、多目的など）」「車いす」「手すり」「駐車場
スペース」
「自動ドア」については市・町村ともに高い割合で配慮があることがグラフ
から読み取ることができる。
【図20】問２-(２) 社会教育施設における障がい者への配慮の種類 × 「市(n=14) ・町村(n=19)別」
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手すり
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64.3%

31.6%

駐車場（スペース）

85.7%
78.9%
85.7%
78.9%
100%

73.7%

自動ドア

100%

78.9%

人員配置（障がい者ボランティア、手話通訳、介助・補… 0.0%
0.0%
0.0%
その他
5.3%

問３では、単純集計の結果31市町村が主管及び共催する事業や講座について「障がい
の有無を意識していない」と回答したことは前述したが、問３-（３）において「障が
いの有無を特に意識していない理由」を市・町村別に見てみると、市の回答で一番多か
った項目は「障がい者については他部局が担当」で61.5%となったが、町村では33.3%と
３番目に多い項目となっている。町村で選択された割合が１番多かった項目は「事業を
担当できる職員やスタッフ・ボランティア不足」と「障がい当事者や保護者、障がい者
関係施設・関係団体から要請がないため」が38.9%と並んでいる。
【図21】問３-(３) 「障がいの有無を特に意識していない理由」 × 「市(n=14)・町村(n=19)別」
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障がい当事者や保護者、障がい者関係の施設・関係団体
からの要請がないため
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障がい者については他部局が担当
対象となる障がい者の把握不足
その他
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問４の今後、障がい者の生涯学習を推進する上で、どのような課題があるかについて、
市で最も割合の高い項目は「生涯学習に関するニーズの把握」で85.7%となっている。
町村で最も割合の高かった項目は「関係部局や関係機関・団体等との連携」と「生涯学
習に関するニーズの把握」の２項目で、どちらとも73.7%となっている。大きな差が出
た項目は「障がい学習を行う施設・設備等の整備」で、市7.1%に対し町村は36.8%とな
っている。「生涯学習に係る専門職員（社会教育主事等）の専門性の向上」という項目
では、町村が5.3%なのに対して市が28.6%となった。他の項目に関しては大きな差は見
られない。
【図22】問４障がい者の生涯学習推進における課題（４つ以内で回答）× 「市・町村別」
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る、生涯学習活動に係るコーディネーター等の配置
10.5%

21.4%

7.1%
5.3%

36.8%
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28.6%
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生涯学習に係る講師及び指導者の養成・確保

生涯学習に係る専門職員（社会教育主事等）の専門性の向
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47.4%
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80.0%
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問５の、今後障がい者に対応した事業を推進していくために必要な条件について、市
で最も割合が高かった項目は「福祉関係部局や団体からの援助と協力」で71.4%（町村
では２番目）となっている。町村で最も高い割合となった項目は「担当職員の配置とス
タッフ・ボランティアの確保」で73.3%（市では２番目）となっている。
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【図23】問５今後障がい者に対応した事業推進のための条件（２つ以内で回答） ×
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（２） 調査結果の分析と考察
アンケートから得られた、本県における障がい者を取り巻く生涯学習の状況について、
前述した観点と、アンケート調査を実施したことにより見えてきた観点をもとに、今後
本県において障がい者の生涯学習を推進していくために求められる取組や課題につい
て考察していきたい。
ア

障がい・障がい者理解の促進
本アンケート調査において、「障がい者の生涯学習を推進における課題」で最も多

かった項目は「生涯学習に関するニーズの把握」78.8%であった。また「障害者の生
涯学習に関する実態調査」(特総研2018)においても、同項目は62.9%と３番目に多く
なっていることから、障がい者の学習ニーズの把握は大きな課題として、また障がい
者の生涯学習を展開していくためには必要な条件として重要な項目であることがわ
かっている。
では、一般的な事業においては、そのニーズはどのように把握されているのか。ア
ンケート調査や地域住民からの要望等によって学習ニーズを把握し、事業を組み立て
ていると思う。しかし、障がい者のニーズ把握は簡単ではない。障がいの種類や程度
等にもより、意思疎通やアンケートの内容の理解が難しい方がいることもある。そう
いう方に対しては、より丁寧な聞き取りやアンケート内容の工夫が必要となってくる。
さらに、障がい者本人による意思表示が困難な場合は、その家族や支援者からの学習
ニーズを聞き取るなど関係者とのつながりも重要となってくる。そうなると、実は障
がい者の学習ニーズを把握するためには、障がい・障がい者の理解無くして成り立た
ないということになる。本アンケート調査問１(３)「ある程度認識している用語」に
ついて、10項目中７項目が３割を下回っていることからも、教育委員会、生涯学習を
担当する部局の担当者等が福祉分野である障がい者施策や、障がいに関することにつ
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いて研修をしたり理解を深める場が少ないことも見えている。障がい者の生涯学習
を推進していくことや、共生社会を実現させていくためには、社会教育・生涯学習
関係者が障がい・障がい者理解を深めていくことが重要である。
しかし、障がい・障がい者理解等の研修会を開催し障がいについて学習をしたと
しても、それが障がい者を理解したこととイコールには決してならないことは強調
しておきたい。それはなぜか。障がい者に対応するために、障がいとは何かを理解
することは重要であるが、実際に障がい者に接した際に気付くことや、対応に悩む
ことが必ずある。そうした時は障がいについてより深く学ぶことが必要となる。場
合によっては、普段接している関係者からの情報提供も必要となる。
つまり、障がい理解と、障がい者理解は、常に往来しながら深まっていくもので
あり、どちらか一方ではない。障がいが同じであっても、障がい者一人一人は違う。
理解するということは、障がいそのものの知識としての理解と、実際に接したこと
で深まる理解がある。このことを念頭に置き、障がい・障がい者理解を進めていく
ことが期待される。
イ

関係機関、関係団体との連携
行政において、障がい者を担当しているのは福祉部局が中心となっているが、教
育委員会及び生涯学習担当部局においても、障がい者を意識した事業展開が求めら
れている。本アンケート問３(３)事業や講座について「障がいの有無を意識してい
ない理由」では「障がい者については他部局が担当」の項目が58.1%と最も多かっ
た。次に「障がい当事者や保護者、障がい者関係の施設・関係団体からの要請がな
いため」38.7%となっている。障がい者の生涯学習は「障害者権利条約」第24条で
「障害者を包容するあらゆる段階の教育制度及び生涯学習を確保する」とされてい
ることから、教育委員会及び生涯学習担当部局においても障がい者を学びの対象者
として改めて捉え直すことが必要である。
障がい者を主に対象としているのは保健福祉部局ではあるが、やはり教育、特に
障がい者の成人教育という点では、社会教育・生涯学習分野がその部分を担ってい
くことが期待されている。「障がい当事者や保護者、障がい者関係の施設・関係団
体からの要請がないため」については、教育委員会及び生涯学習担当部局が、障が
い当事者や関係団体等と連携し、情報共有を行っているかどうかが重要であろう。
本アンケート調査問４「障がい者の生涯学習を推進する上でどのような課題がある
か」また、問５「今後障がい者に対応した事業推進の条件」では、「関係部局や関
係機関・団体等との連携」66.7%、「福祉関係団体からの援助と協力」63.6%となっ
ている。市町村としては関係機関や団体等との連携は障がい者の生涯学習を推進す
る上で大きな課題として捉えており、関係機関や団体等に対して援助を期待してい
ることが明らかとなっている。「文部科学省 障害者の学びに関する当面の強化策
2019-2022」の５障害者の学びを推進するための基盤の整備でも示されているとお
り、関係機関との連携などネットワークの構築や、障がい者の就業と生活を一体的
に支援している障害者就業・生活支援センターと連携しての学びのニーズを把握す
る工夫などが期待されていることから、本県においても、県や各市町村において担
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当部局を超えて、必要な連携を図っていくことが望まれる。
ウ

障がい者の生涯学習推進に向けた体制の整備

(ア)

施設設備の整備
障がい者に関する主立った事業展開は保健福祉部局が中心となって行われて

いるが、「SDGs」の理念にある「誰も取り残さない、障がい者も包摂された社会
の実現」のためには、教育委員会及び生涯学習担当部局においても、障がい者の、
特に学校卒業後における多様な学び場の設置や、それを支えるための体制整備が
期待される。ハード面では、本アンケート調査問２(１)「障がい者に配慮のある
社会教育施設」において、33全ての市町村で障がい者に配慮のある社会教育施設
があるとなったこと、また、Ａとの比較において「トイレ」「エレベーター」「点
字」
「車いす」
「手すり」
「駐車場スペース」
「自動ドア」の項目が過去(2004年)10%
未満だったものが、それぞれの項目で60%から80%以上大幅に増加している。この
ことから、ハード面の整備においては一定の進展が見られ、配慮のある施設を使
用し障がい者を意識した事業や講座を実施することができると言える。
しかし、クロス集計において、市・町村で比較した際に、事業や講座について
「障がい者の参加を意識していない理由」では、「事業予算・施設、設備の不足」
が市0%に対し、町村22.2%となっており、町村においては特に物的な課題が見られ
るため、今後も障がい者に配慮のある社会教育施設等の充実が期待されるところ
である。なお、本アンケート調査では社会教育施設に絞って回答を得たが、地域
にある様々な環境が、障がい者も利用しやすい環境となっていくことが求められ
る。
(イ)

スタッフ・ボランティア等人的配置

前述した配慮のある社会教育施設において、
「人的配置（障がい者ボランティア、
手話通訳、介助・補助者）」の項目が0%となっており、全く配置になっていない現
状が明らかとなった。また本アンケート問３(３)事業や講座において「障がいの
有無を意識していない」理由について「事業を担当できるスタッフ・ボランティ
ア不足」が35.5%と一定数の回答があること、さらに問４「障がい者の障がい学習
を推進する上での課題」では「特別支援教育や障がい者福祉等に関する専門的知
見を有する、生涯学習活動に係るコーディネーター等の配置」が48.5%と、国の調
査と比較しても上位に位置している。このことから、障がい者をサポートするた
めの人的配置や障がいの理解への助言等を市町村は求めている。
障がい者の生涯学習を推進するための体制として、多くは人的配置が期待され
ていることが明らかとなった。しかし今般、このような状況の中において限られ
た財源で多くの人材を配置できる市町村はそう多くはない。人材確保の観点から
言えば、特別支援教育に携わっている教員や、特別支援教育専攻の学生、福祉関
係を学んでいる学生等を対象として事業の際のボランティアとして参画してもら
うことも期待される。学生にとっては、学生時代から障がい者と関わる機会とす
ることで、学生と障がい者が共に学び合うことにもつながる。さらに、スポーツ
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や文化・芸術分野の専門家の協力を得ることにより、教育や福祉、医療等の関係
者と違った視点による多様な学びを提供する可能性も高まることも期待される。
また、障がい者のサポートには特別な専門知識を有した人でないと関わること
が困難ではないかといった不安も本アンケートから見てとれる。障がい者の学び
に関わる全ての人が、特別な専門知識を有していなかったとしても、各市町村に
は、保健福祉部局の関係者、社会福祉協議会、障がい者就業・生活支援センター、
社会福祉法人等、障がい者に関する専門的知識を有していたり、実際に地域の障
がい者の支援を担当していたりと、障がい者の対応等に関する専門家が多くいる
のではないか。このような専門家を講師として研修会を開催したり、事業や講座
立案の際の助言を求めたりするなど、お互いに連携・協力することによって、こ
の不安の一端は解決に向かうことができると考える。併せて、各地域にあるその
関係機関がどのような支援ができるのか、またどのような情報を持っているのか
等を、生涯学習・社会教育関係者が知っておくことも重要である。
(ウ） 生涯学習分野における合理的配慮の推進
前述したが、「合理的配慮」という言葉が、一般的に認識されているかというと、
現状はそうなっていない。その証明として、問１-(３)「ある程度認識している用語」
について、
「合理的配慮」は27.3%、また「障害者差別解消法」においては更に低い15.2%
と低い割合となっている。「合理的配慮」の提供がされないことも、差別に当たるこ
とになっており、障がい者の生涯学習推進においては必ず理解しておきたい用語であ
る。また、本県の「共生き条例」においても、県の責務並びに市町村、県民及び各事
業者の役割を明らかにしている。これまでの、障がい・障がい者理解や関係機関との
連携と併せて、現在ある各市町村の特色ある事業が、
「合理的配慮」の視点をもって、
障がい者も参加できる状況かどうか見直していくことから始めていきたい。また、障
がい者だけではなく、障害のあるなしにかかわらず共に学べる「学びのユニバーサル
デザイン」を目指すことも今後意識していかなくてはならない（学校卒業後における
障害者の学びの推進に関する有識者会議2020）。

Ⅲ

研究のまとめ
１

研究の成果
（１）

現段階における障がい者の生涯学習に関する国際的、国内的な動向（理念や政

策・施策等）について、文献・資料を通じてまとめることができた。
（２）

障がい者の生涯学習活動の状を探るために、県内全市町村を対象にアンケート
調査を実施し、その実態と課題を把握することができた。
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２

今後の課題
（１）

障がい者の生涯学習を推進するためには、学習環境の整備や学習機会の確保等

の諸課題を解決・改善していく必要がある。
（２）

障がい者の生涯学習を推進するためには、障がい者の生涯学習に関する情報の

充実・共有を図るとともに、関係機関・団体等との連携や協働が求められる。
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【巻末資料：アンケート調査用紙（教育委員会用）】
【アンケート調査質問票】

令和２年度

「障がい者の生涯学習推進のあり方」に関するアンケート調査
市

町

所

村

名
属

連 絡 先電 話 番号
メールアドレス
問１

あなた（回答者）について伺います。

（１） あなたの年齢を教えてください。
あてはまるものに〇をつけてください。
20歳～29歳
30歳～39歳
40歳～49歳
50歳～59歳
60歳以上
（２） 現職の勤務経験は何年ですか。（通算年）
あてはまるものに〇をつけてください。
１年未満
１年以上～３年未満
３年以上～５年未満
５年以上
（３） 下の用語について、知っているものはどれですか。
内容についてある程度認識しているものすべてに〇をつけてください。
障害者基本法
障害者総合支援法
障害者差別解消法
ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合かつ一体的な推進に関する法律
合理的配慮
第４次障害者基本計画
共生社会
インクルーシブ教育
ICF（国際生活機能分類）
SDGs（持続可能な開発目標）
問２

貴市町村における、社会教育施設について伺います。
（１） 障がい者の利用に配慮した社会教育施設はありますか。
あてはまるものに○をつけてください。
ある
ない
わからない

（２）へ
問３へ

（２） 配慮にはどのようなものがありますか。
あてはまるものすべてに○をつけてください。
スロープ
トイレ（身障者用、ストーマ用、多目的など）
エレベーター
点字
車いす
手すり
客席（車いす対応等）
駐車場（スペース）
自動ドア
人員配置（障がい者ボランティア、手話通訳、介助・補助者）
その他
【 続いて問３へお進みください 】
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問３

貴教育委員会における事業や講座について伺います。
※貴教育委員会が主催・共催した事業についてお答えください。
（１） 事業や講座の障がい者の参加はどのようになっていますか。
あてはまるものに○をつけてください。
障がい者を対象とした事業や講座がある
（２）へ
障がい者も参加できる事業や講座がある
障がいの有無を意識していない
（３）へ

（２）-① その事業や講座の連携・協働先はありますか。
あてはまるものすべてに○をつけてください。
一般首長部局
社会福祉協議会
幼、小、中、高、特別支援学校
障がい者団体
公共職業安定所
観光協会
商工会
農業・漁業協同組合
医療機関
その他
なし
（２）-② 事業や講座の参加条件は何ですか。
あてはまるものすべてに○をつけてください。
障害の種類・程度
付き添い・介助の有無
年齢
移動手段の有無
特に設けていない
その他
（２）-③ 事業や講座の広報手段はどれですか。
あてはまるものすべてに○をつけてください。
市町村広報誌
ポスター・チラシ
ホームページ・ＳＮＳ
学校・障がい者団体等を通じて
家庭・個人へ直接連絡
その他
（２）-④ 障がい者向け及び障がい者も参加できるに事業や講座を実施している理由は何ですか。
あてはまるもの３つに○をつけてください。
障がい者の生涯学習の機会として必要
国や県からの要請
特別支援学校や特別支援学級設置校からの要請
保護者からの要請
障がい当事者からの要請
市民からの要請
福祉団体や障がい者関係団体からの要請
施設・設備が整っているから
その他
（２）-⑤ 障がい者向け及び障がい者も参加できる事業や講座を実施した目的は何ですか。
あてはまるもの３つに○をつけてください。
生きがいや自己実現
交流と仲間づくり
自立した生活に必要な知識及び技能の習得
自己表現やコミュニケーション支援
体力や健康づくり
職業技術の習得や就職支援
家族支援
その他
【 続いて、問４へお進みください 】
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（３） 事業や講座において、障がいの有無を特に意識していない理由は何ですか。
あてはまるもの２つに○をつけてください。
事業予算、施設、設備の不足
事業を担当できる職員やスタッフ・ボランティア不足
障がい当事者や保護者、障がい者関係の施設・関係団体からの要請がないため
障がい者については他部局が担当
対象となる障がい者の把握不足
その他
問４

今後、障がい者の生涯学習を推進する上で、どのような課題があると思いますか。
あてはまるもの４つに○をつけてください。
生涯学習に関する体制の整備
関係部局や関係機関・団体等との連携
生涯学習に関するニーズの把握
生涯学習に関する事業・プログラム開発
生涯学習に係る講師及び指導者の養成・確保
特別支援学校との連携
生涯学習に関する情報提供
特別支援教育や障害者福祉等に関する専門的知見を有する、生涯学習活動に係るコーディネーター等の配置
生涯学習機会の充実
生涯学習を行う施設・設備等の整備
生涯学習に係る専門職員（社会教育主事等）の専門性の向上
生涯学習に係るボランティアの養成・確保
その他

問５

今後、障がい者に対応した事業を推進していくために必要な条件は何だと思いますか。
当てはまるもの２つに○をつけてください。
予算と施設・設備
担当職員の配置とスタッフ・ボランティアの確保
福祉関係部局や団体からの援助と協力
障がい当事者や保護者、障がい者関係団体からの要請
その他

問６

今後の障がい者の生涯学習推進に向けて、課題と感じているものは何ですか。
自由なご意見をお聞かせください。

ご協力ありがとうございました
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【巻末資料：アンケート調査用紙（他部局用）】
令和２年度

「障がい者の生涯学習推進のあり方」に関するアンケート調査
市

町

村

所
職

名
属

・

氏

名

連 絡 先電 話 番号
メールアドレス
問１

あなた（回答者）について伺います。

（１） あなたの年齢を教えてください。
あてはまるものに〇をつけてください。
20歳～29歳
30歳～39歳
40歳～49歳
50歳～59歳
60歳以上
（２） 現職の勤務経験は何年ですか。
あてはまるものに〇をつけてください。
１年未満
１年以上～３年未満
３年以上～５年未満
５年以上
（３） 下の用語について、知っているものはどれですか。
内容についてある程度認識しているものすべてに〇をつけてください。
障害者基本法
障害者総合支援法
障害者差別解消法
ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合かつ一体的な推進に関する法律
合理的配慮
第４次障害者基本計画
共生社会
インクルーシブ教育システム
ICF（国際生活機能分類）
SDGs（持続可能な開発目標）
問２

貴市町村における、社会教育施設について伺います。
（１） 障がい者の利用に配慮した社会教育施設はありますか。
あてはまるものに○をつけてください。
ある
ない
わからない

（２）へ
問３へ

（２） 配慮にはどのようなものがありますか。
あてはまるものすべてに○をつけてください。
スロープ
トイレ（身障者用、ストーマ用、多目的など）
エレベーター
点字
車いす
手すり
客席（車いす対応等）
駐車場（スペース）
自動ドア
人員配置（障がい者ボランティア、手話通訳、介助・補助者）
その他
【 続いて問３へお進みください 】
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問３

貴部局における事業や講座について伺います。
※貴部局が関係した事業や講座についてお答えください。
（１） 事業や講座の対象者として、障がい者の参加についてどのように捉えているかお答えください。
障がい者も参加できる事業や講座がある
障がいの有無を意識していない

（２）へ
（３）へ

（２）-① その事業や講座の連携・協働先はありますか。
あてはまるものすべてに○をつけてください。
一般首長部局
社会福祉協議会
学校関係
障がい者団体
公共職業安定所
観光協会
商工会
農業・漁業協同組合
医療関係
その他
なし
（２）-② 事業や講座の参加条件は何ですか。
あてはまるものすべてに○をつけてください。
障害の種類・程度
付き添い・介助の有無
年齢
移動手段の有無
特に設けていない
その他
（２）-③ 事業や講座の広報手段はどれですか。
あてはまるものすべてに○をつけてください。
市町村広報誌
ポスター・チラシ
ホームページ・ＳＮＳ
学校・障がい者団体等を通じて
個人へ直接連絡
その他
（２）-④ 障がい者も参加できる事業や講座を実施している理由は何ですか。
あてはまるもの３つに○をつけてください。
障がい者の生涯学習の機会として必要
特別支援学校や特別支援学級設置校からの要請
保護者から要請
障がい当事者からの要請
市民からの要請
福祉団体や障がい者関係団体からの要請
施設・設備の整備
その他
（２）-⑤ 障がい者も参加できる事業や講座を実施した目的は何ですか。
あてはまるもの３つに○をつけてください。
生きがいや自己実現
交流と仲間づくり
自立した生活に必要な知識及び技能の習得
自己表現やコミュニケーション支援
体力と健康づくり
職業技術の習得や就職支援
家族支援
その他
【 続いて、問４へお進みください 】
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（３） 事業や講座において、障がいの有無を意識されていない理由は何ですか。
あてはまるもの２つに○をつけてください。
事業予算、施設、設備の不足
事業を担当できる職員やスタッフ・ボランティアの不足
障がい当事者や保護者、障がい者関係の施設・関係団体からの要望不足
障がい者については他部局が担当
対象となる障がい者の把握不足
その他
問４

今後、障がい者の生涯学習を推進する上で、どのような課題があると思いますか。
あてはまるもの４つに○をつけてください。
生涯学習に関する体制の整備
関係部局や関係機関・団体等との連携
生涯学習活動に関するニーズの把握
生涯学習活動に関する事業・プログラム開発
生涯学習に係る講師及び指導者の確保・養成
特別支援学校との連携
生涯学習活動に関する情報提供
特別支援教育や障害者福祉等に関する専門的知見を有する、生涯学習活動に係るコーディネーター等の配置
生涯学習機会の充実
生涯学習活動を行う施設・設備等の整備
生涯学習活動に係る専門職員（社会教育主事）の専門性の向上
生涯学習活動に係るボランティアの確保・養成
その他

問５

今後、障がい者に対応した事業を推進していくために必要な条件は何ですか。
当てはまるもの２つに○をつけてください。
予算と施設・設備
担当職員の配置とスタッフ・ボランティアの確保
福祉関係部局や団体からの援助と協力
障がい当事者や保護者、障がい者関係団体からの要求
その他

問６

障がい者の生涯学習推進について、ご意見をお聞かせ下さい。［自由記述］

ご協力ありがとうございました
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