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Ⅰ 研究の概要 

１ 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) 障がい者をめぐる社会状況  

ア 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ことが
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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) 
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 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、障害者の
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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うえ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、その条例のタイ通るに障

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、具体的
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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。 
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（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、病弱

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）」が示さ

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12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%、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
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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

涯学習を推進するうえ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、
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障がい（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)」 

 

（２）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、生涯学習・社会教育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

ていることがわかる。 

【図２】問１-(２)「回答者の現職経験年数(通算年)(n=33)」 

 
（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）」 

 

問２ 「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）

その他
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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)」 
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      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)」 
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その他

なし
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（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) 

 

（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) 
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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) 

 

（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) 

 

 

（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、「障がい者について
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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 n=33)  

 

 

     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。 

   

58.1%

38.7%

35.5%

32.3%

12.9%

22.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

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

事業を担当できる職員やスタッフ・ボランティア不足

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

その他

【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  
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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うえで、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、生涯学習・社会教育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 n=33）   

 

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
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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・推進するうえでの優先的な課題」＜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 n=33） 
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「その他」の自由記述については以下のようになっている。 

 

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】 
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【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うえで妨げとなる様々な障壁を取り除く配慮） 



- 28 - 

 

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」 

 

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」 
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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」 

 

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。 
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【図18】問１-（３）「ある程度認識している用語」 × 「各年代別」 

 

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」 × 「経験年数別」 
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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」 

 

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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問４の今後、障がい者の生涯学習を推進するうえで、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「生涯学習を行う施設・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」 

 

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） × 「市・町村別」 

 
 

（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
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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
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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・社会教育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
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や、障がいに関することにつ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、生涯学習・社会教育関係者が障がい・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・社会教育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・社会教育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、生涯学習・社会教育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・社会教育担当部局

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うえでどのような

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

推進するうえ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
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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・社会教育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

を推進するうえでの課題」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
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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

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）。 
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☆２年次の研究について  

 １年次の研究では、障がい者の学びは“誰一人取り残さない” SDGs の理念や、2014 年に

国が批准した「障害者の権利に関する条約」第 24 条「教育」において、「権利」として保障

されなければならないことについて記した。昨年度のアンケート調査によれば、生涯学習・

社会教育を担当する部局においては、障がい者の学びに関する主催事業、他部局との共催事

業が、積極的に実施されている状況は見られなかった。また、各市町村担当課の約 57%が「障

がい者については他部局が担当」と回答している。障がい者の福祉サービスの提供という意

味では、保健福祉関係部局が担当であることは言うまでも無い。   

しかし、生涯学習分野の側面から見た学びの保証は、障がい者への学びに関する情報や障

がい者対象の事業の実施、その支援において、生涯学習・社会教育担当部局が他部局や関係

団体と連携・協働しながらこれを担っていくことが当然の責務である。 

１年次の研究では、これまでの障がい者施策や教育における障がい者の学びの変遷、国の

施策の動向等を鑑み、障がい者の生涯学習を推進していくに当たって、その事業構想や実際

の事業展開の際の関係者に求められるであろう視点として以下の３点を析出している。 

 

視点① 「障がい・障がい者理解の促進」 

  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、生涯

学習・社会教育関係者が障がい・障がい者理解を深めていく必要がある。 

 

視点② 「関係機関、関係団体との連携」 

  教育委員会及び生涯学習・社会教育担当部局において障がい者を学びの対象者として改

めて捉え直し、障がい者の生涯学習を推進していくためには、関係部局や関係機関・団体

等との連携をしていく必要がある。 

 

視点③ 「障がい者の生涯学習推進に向けた体制の整備」 

  特別支援教育関係者や障がい者に関わる専門領域の学生など、多様な方から支援者とし

て協力を得ることや、教育委員会及び生涯学習・社会教育担当部局において合理的配慮の

提供等の理解を深める必要がある。 

  

 ２年次の研究では、①障がい・障がい者理解の促進、②関係機関、関係団体との連携、③ 

障がい者の生涯学習推進に向けた体制の整備の３つの視点を基に、障がい者の生涯学習推進 

に向け、具体的に取り組んでいる個人や団体について調査を行った。なお、本年は新型コロ 

ナウイルス感染拡大の影響から、当初予定していた他県への訪問調査を断念したこともあり、 

ここで取り上げる事例の大半が県内での取り組みや実践であることをお断りしておきたい。 

  

２年次研究で調査対象とした事例の特徴は以下に示すとおりである。 

 

特徴１ 障がいのある人の大学における学びや、障がいのある学生への支援、及び合理的

配慮の提供事例について。 
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特徴２ 障がい・障がい者理解の促進や、生涯学習・社会教育関係部局と福祉関係団体と

の繋がりづくりを意識した県教育行政の取り組み事例について。 

 

特徴３ 地域社会における障がいのある人々の学びの保障についての取り組みであり、親

の願いから立ち上がった障害者青年学級と、スポーツを通じ多様な人たちが共に活

動する事例について。 

 

以上の事例を調査することで、１年次に提示した３つの視点と照らし合わせてみてどの視

点が強く活かされているのか、また、３つの視点の他に新たにどんな視点が必要とされてい

るのかも見ていくこととしたい。 

 

３ 障がい者の生涯学習活動事例 

（１） 高等教育機関における障がいのある人の学びの事例 

昨年まとめた１年次の研究では、国の調査を探っていく中で、特別支援学校を卒業し

た生徒の約 98％が、一般や福祉関係の就労等という進路選択をしていることが判明して

いる。学びを継続するため、進学等の進路選択をしている人は 2.0％で、特別支援学校卒

業後に高等教育機関等で学ぶ選択をしている人、できる人はごく少数となっている。 

大学の機能の「社会貢献」の１つとして「大学開放」がある。「大学開放」とは、大学

のもつ教育資源や機能の開放である。教育資源の開放とは、大学がもつ人的資源（教員

や職員、学生）・物的資源（キャンパスや校舎、教室、教育機器）・知的資源（図書資料、

研究成果物等）を大学外の社会に開き、利活用してもらうことである。また、機能の開放

とは、教育機関としての機能（公開講座、公開授業、社会人学生に対する配慮、社会教育

関係者の研修等）、研究機関としての機能（受託研究、共同研究）を社会に開放すること

である。 

大学がもつそれらの機能が、障がい者に対してどのように開放されているのか、また

今後、障がい者が大学を受験したり、入学して学んだりするにあたって重要な「合理的

配慮」の提供の状況や、大学で障がい者が一般学生と共に学ぶことで起こりうる互いの

学習効果にはどのようなものがあるのかについて、以下の事例を通して明らかにしてい

きたい。 

 

ア 重度障がいのある人の大学での学び 

     １年次の研究の中で、障がい者が学校卒業後において、「学びを継続していくため

の場が少ないこと」や、「社会における障がい理解が無いこと」などが課題であるこ

とが明らかとなった。 

     本事例は、学校卒業後の本人の居場所や学びの継続、人とのつながりが希薄にな

ってしまうことに不安を抱き、重度障がいがあることで、卒業後の進路選択が福祉

的な就労や生活介護サービスの利用といった選択しかできない現状に疑問を持った

保護者が「重度障がいがあっても学びたい、学ばせたい」と行動し、高等教育機関で

聴講生という立場で学ぶ場を作った事例である。 
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    （ア） 幼少期から共に学ぶ場へ 

       本県県南地域に位置する一関市。今回紹介する事例の主人公は三浦りんさん

（19 歳）。りんさんは生まれながら難治性てんかん及び知的障がいがあり、生活

全般を通して介助が必要である。りんさんには双子の妹

がおり、妹には障がいがない。母のかおるさんに話を伺

うと「幼稚園や小学校、中学校など節目節目でりんのこ

とを考えることがあって、そのたびに障がいがあっても

２人とも同じ場で学ばせたいと思って過ごしてきた」と

のことだった。 

幼稚園や小学校、そして中学校も妹と同地域の学校へ

入学し学んでいる。運動会のエピソードとして、学校の

先生の、「徒競走では最後の 10m だけ走らせますね」と

いう提案に母は「いやいや、みんなと一緒に１周走らせ

てください」とお願いしたとのことだった。                                                

【小学校での様子】 

                  

 

 

 

 

 

         

【小学校での様子】               【中学校での様子】 

       

母は高校も通常の高校で学ぶことを模索したものの叶わず、りんさんは地域

の特別支援学校高等部へ入学した。りんさんにとっては、初めての特別支援学校

で障がいのある人だけでの学びがスタートしたこととなる。母のかおるさんは

「特別支援学校での教育は本人に合った学びかもしれないが、世界が狭くなっ

てしまったなと感じている。障がいがある人たちだけではなくて、障がいがない

人たちとも関わる機会をもっていきたい」と話されていた。 

今では、「インクルーシブ教育」や「共生社会」という言葉や取り組みが広が

ってきてはいるが、10 年前に、重度障がいのある人が通常の学校教育の中で共

に学び、そして日々過ごすことがいかに難しいことであったかは想像に難くな

い。当時の小学校、中学校の先生方の理解無くしては為し得なかったことであろ

う。後にりんさんは聴講生としてキャンパスライフをスタートさせるわけだが、

小中学校で一緒に学んだ子ども達と、そのキャンパス内で再会することとなる。 

       幼稚園から小・中学校を通常の学びの場で過ごすにあたり、施設設備面や人

的な配慮、周囲の理解など共に学ぶ場を作ってきたという事実は、生涯学習の

分野でも大いに学ばなければならない部分があるのではないかと考える。この

点については後ほど触れていきたい。 



- 41 - 

 

    （イ） 「学び続けたい」想いを形に 

       りんさん 17 歳、特別支援学校高等部２年生となる。特別支援学校では、中学

部及び高等部の授業において、多くの時間が学校卒業後の就労に向けたスキル

アップに費やされている。特別支援学校高等部においては、特に２年生以降は

実際の職場（一般企業や福祉事業所等）へ出向いた「現場実習」が実施され、り

んさんも地域の福祉作業所で実習を行ったようである。卒業生の大半が一般企

業や福祉事業所問わず何らかの形で就労しており、就労以外に選択肢が無い、

もしくは少ない状況は全国でも本県においても同じ状況である。りんさんの家

族も学校卒業後の学びの継続や、同世代との関わりの機会が減ってしまうこと

への不安を感じていたようである。 

当時の文部科学大臣が特別支援学校を訪問した際に、高等部の保護者からあ

がった声「学校を卒業した後の居場所」「学びの場が無い」「関わり合う場の不足」

と同様の不安である。 

       このような現状の中で、節目節目で妹と同じ環境で学びを継続したいと願っ 

ていた母のかおるさんは、２つの事例を参考に学校卒業後の学びの場を模索し

ていった。１つは、重度の障がいをもちながら、高校まで通常の学校で学び、そ

の後関西大学の聴講生として５年間学んだ北村佳那子さん（「チームかなこ」

2015 年糸賀一雄記念未来賞受賞）の事例である。もう１つが、障がいや病気の

ために、通所施設等に毎日通うのが難しい方の自宅を講師が訪問して生涯学習

を支援する、特定非営利活動法人「訪問大学おおきなき」の取り組みである。   

そして県内の大学の中でも、岩手県立大学と協議し、聴講生として学ぶ可能性

を探っていった。 

      

    （ウ） 関係機関との調整 

       聴講生として受け入れを希望したりんさんに対し、大学側はどのように対応

したのか。また、受け入れるにあたり、考えられる配慮にはどのようことあっ

たのか。当時、りんさんの母かおるさんから相談を受けたのが、岩手県立大学

教育支援室教務・国際交流グループの山本亜胡主事である。山本主事に、聴講

生として学びたいという相談があった際、どのように受け止めたのか、またど

のように協議し受け入れるに至ったのか、お話を伺った。 
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Q「実際に、りんさんの聴講希望について相談があったときはどういうことを考え 

たか」 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q「具体的に依頼のあった配慮につて、差し支えない範囲で教えてほしい」 

 

 

 

 

 

Q「実際の授業の中では、例えば資料やグループワークなどはどのような状況か」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q「障がいのある方をサポートするコーディネーターのような方はいるのか」 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

＜山本＞ 

どうしたらいいのかというのが率直な気持ちだった。大学の教員、特に

社会福祉学部の教員や学生センターの中にも特別支援を学んだ経験のあ

る職員がいるので、受け入れにあたって様々な議論を重ねた。配慮等につ

いては実際にお母さんの話を聞いてみると特別、難しいものではなかっ

た。 

＜山本＞ 

介助が必要なので、教室に介助者（母）の席を準備してほしいこと、車

椅子でも受講可能な席をお願いしたいということくらいだった。  

＜山本＞ 

授業の資料は、昨年のコロナ禍でオンライン授業の際に資料をデータで

配付することができていたので、りんさんにもタブレットを活用してもら

いデータで事前に配付している。グループワークは、りんさんもグループ

に入って取り組んでいるようだが、担当教員はまだまだ手探り状態とのこ

とだった。 

りんさんが聴講している講義を受けているのは社会福祉学部の３年生

で、現場で障がい者と関わる経験をしているため、あまり違和感なく接す

ることができているかと思う  

＜山本＞ 

サポートサロンにコーディネーター1 人、相談員 1 人が配置されていて

いる。りんさんも、サポートサロンの特別支援コーディネーターと相談し

て学内での様々なサポートについて決めている。  



- 43 - 

 

     Q「今後、このような重度障がいの方も大学生として学びを進めていくために必要

なことはどんなことだと思うか」 

 

 

 

 

 

 

 

取材日：令和３年５月７日 岩手県立大学にて 

 

 

 

 

 

 

 

     

【母とともにキャンパス内を歩くりんさんと、講義中の様子】 

  

        りんさんが聴講している「地域福祉サービス論」の講義では、障がい者と、

その介助者、正規学生が同じ空間で学んでいるため、授業を受けている学生と

担当教員が介助者の母やりんさんの福祉に関する「ぶっちゃけ話」を聞くこと

ができたそうである。 

夏季休業に入る前の最後の講義の際、りんさんが聴講している講義の教員が

学生に対し「りんさんが、今後のキャンパスライフをより充実させるためのプ

ログラムを考える」という課題を出した。学生の課題レポートは、りんさんの

強み（写真を撮るのが好き、人を惹きつけるキャラクターなど）を活かした内

容が多かったようである。 

夏季休業明け、実際にりんさんと共に活動するサークルが立ち上がり、機を

見てランチ会を実施したとのことだった。 

 

 

 

 

 

 

 

＜山本＞ 

あくまでも個人的な思いだが、施設設備面はどうにでもなる。同じ空間で

授業をする以上は、一般学生も学ぶ意欲や学ぶ権利が尊重されなければなら

ないと思う。そうなると、多数の受け入れが難しい。相互にとってベスト（ベ

ター）な学びの環境調整が重要だと思う。 
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【大学の仲間とともに、キャンパスライフを送るりんさん】 

 

【考察】  

     視点① 「障がい・障がい者理解の促進」 

本事例の岩手県立大学は、社会福祉を学ぶ教育課程が設置されている高等教

育機関である。障がいに関する内容を専門分野とする教員が在籍していること

や、学生たちが社会福祉を学び、現場での実習で障がい者と関わった経験があっ

たことが、大きな障壁無く共に学ぶスタートラインに立つことができた要因の

１つであると考える。      

また、共に同じ空間で学ぶ経験を重ねていくことで、学生自らがりんさんとの

活動を広げられないか考え、共に活動するサークルを立ち上げている。障がい者

だから「何かしてあげなければいけない」ということではなく、本人の強みを活

かして「一緒に活動したい」という発想からスタートした。その発想と理解の深

さは、今後のりんさんと学生との相互の学びや活動の広がりに繋がっていくと

期待される。 

      

視点② 「関係機関、関係団体との連携」 

重度障がいのある聴講生という、それまで例の無い（と言える程稀な）事例

に対し、学内でも学生課をはじめ、特別支援教育コーディネーターや特別支援教

育専門の教員が受け入れにあたって様々に議論する場をもったようである。本

事例は、学びたい本人や家族と、受け入れる高等教育機関との連携であるため、

多様な機関との連携とはいえないまでも、その家族が所属している親の会を通

じての繋がりや個人のネットワークを活用して情報を収集し、行動を起こした

ことがわかる。 

本来であれば、公的機関（主に行政）が障がいのある人の学びに関すること

や、それに関係する活動事例の情報を提供することが必要である。しかし現状で

はそのような情報収集が公的機関において積極的に行われているかというと、

本県においてはそうなってはいない。そのため、重度障がいのある障がい者が高

等教育機関での学びを望む場合は、個人の努力によって成り立っているケース

が多い。 
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なお、高等教育機関での学びの機会の確保という点では、特別支援学校の進

路指導においても、高等教育機関において障がい者への配慮や障がい者の学び

がどの程度可能なのか、情報収集し保護者に対して提供することが重要である。  

特別支援学校高等部卒業後の進学率が 2.0％という状況を踏まえ、特別支援

学校が高等教育機関と連携しながら保護者へ情報提供することにより、卒業後

に即就労といった以外の選択肢も検討できるようになることが求められてい

るのではないかと思う。 

 

     視点③ 「障がい者の生涯学習推進に向けた体制の整備」 

講義の場面では、テキストや教員の資料等は、新型コロナウイルス感染拡大

による休講措置に伴う講義の急速なオンライン化により、担当教員がウェブに

アップロードした資料を、学生が個々にダウンロードして準備する形式がとら

れている。以前からタブレット端末を操作したり、ICT 機器を活用した視線入

力装置を使った活動に取り組んだり、その活用を学んだりするなど、日頃から

りんさんが家族と共に慣れていたこともあり、資料に関しては正規学生と何ら

変わらず受講準備を行うことができる環境であった。また、配慮の面では座席

の用意のみであった。なお、岩手県立大学の施設設備面ではバリアフリーが進

んでおり、筆者が講義の様子を見学しに大学を訪れた際も、母のかおるさんが、

りんさんの乗る車いすを押しながら、キャンパス内をスムーズに移動する場面

が見られた。 

筆者は、りんさんの学内での支援のために「ヘルパーさんの活用などはでき

ないのですか？」と母のかおるさんへ質問を投げかけてみた。すると、制度上

学校ではヘルパー制度を利用することができないとのことだった。 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算

定に関する基準」（平成 18 年９月「厚生労働省告示第五百二十三号）には、

重度訪問介護サービス費について、「通勤、営業活動等の経済活動に係る外

出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く」との

文言があるため、本事例のような教育にかかる分野にあたっては福祉サービ

スであるヘルパーの利用が認められていない。 

障がい者が学びを継続し、活躍する社会を目指すことが掲げられているの

であれば、こういった制度の見直しや変更が必要ではないだろうか。他県で

の事例ではあるが、重度障がいのある人がオンラインでの就労中にヘルパー

を利用できないことを市町村行政に相談し、行政側が独自予算を編成し対応

したという事例もあった。もし制度改革等によって教育や労働の場面で公的

な福祉サービスを利用できるのであれば、保護者の負担が大きく軽減される

ことにもつながる。また、友人同士の関わりが期待される高等教育機関での

学びの場において、保護者が介助者として当事者の傍らにいることにより、

学生が本人ではなく介助者である母親へ意思疎通を図ろうとする場面もある

ようである。保護者ではない第三者が介助することにより、保護者の負担は
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軽減されるとともに、周囲と本人との直接的な関係作りが期待できる。 

 

本事例は重度障がいのある人の聴講希望に対し、①配慮事項を保護者と協

議したこと、②学内の特別支援教育の専門教員にアドバイスを依頼し、受け

入れの準備を進められたこと、③以前から、特別な配慮を要する正規学生の

支援を実施できるコーディネーターや相談員を配置できていたことが受け入

れ可能とするポイントであった。さらに大学側が門前払いすることなく、受

講の可能性を保護者と共に探ったことが大きい。 

本事例ついて考察してみると、３つの視点全てが含まれており、どれも欠

かすことはできない要素となっている。その中でも特に①「障がい・障がい

者理解の促進」③「障がい者の生涯学習推進に向けた体制の整備（合理的配

慮）」の２点がより色濃く出ている事例であると言える。 

 

イ 岩手大学学生特別支援室の取り組み 

    2013 年「障害者差別解消法」が制定され、2017 年から施行された。現在では、多

くの高等教育機関において、受験を希望する人に対して、合理的配慮の提供が為され

ている。「大学案内障害者版（全国障害学生支援センター発刊）によれば、入学試験に

配慮を設けている、また、入学後に配慮がある大学が、2014 年には 500 校を超える状

況にある。 

 

 

 

 

 

 

 

【「大学案内障害者版」】（全国障害学生支援センター発刊） 

 

県内の４年制大学（岩手大学、岩手県立大学、富士大学、盛岡大学）のホームペー

ジの入試情報によると、入学試験時や入学後に配慮が必要な受験者からの事前相談や

申請を受け付けている。また、人的な配置として「特別支援教育コーディネーター」

を配置している大学もみられる。特に岩手大学では「岩手大学学生特別支援室」を設

置し、入学試験を受験するにあたっての事前相談や、入学後の配慮等について、コー

ディネーターを通して学内の連携が図られているようである。ここでは、岩手大学学

生特別支援室での取り組みや、実際に障がいのある学生にインタビューをした内容を

紹介していく。 
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（ア） 岩手大学学生特別支援室 

岩手大学に学生特別支援室が設置されたのは、2011 年（平成 23 年）に遡る。

全国の国立大学では先駆的な取り組みである。なお、この年には本県において、

「共生き条例」が同年７月に施行されたことも触れておきたい。 

       2016 年（平成 28 年）に「岩手大学における障害を理由とする差別の解消の推

進に関する教職員対応要領」を制定し、大学全体で障がい学生のサポートをし

ている。人的な配置としては常勤教員（カウンセラー）、常勤コーディネーター、

パートタイムインテーカー（面談者）で構成されている。ホームページを開設

し、支援事例や入試情報、入試に向けた配慮の事前相談等の情報が明記されて

おり、事前に情報が得やすいよう工夫されている。また、学生自らがバリアフ

リーマップを作成し、学内のバリアフリー情報を掲載している。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

【「岩手大学学生特別支援室」ホームページより】 

 

岩手大学学生特別支援室のホームページによれば、支援認定を受けている障

がいのある学生数は「発達・精神障害」52 名（77%）、次いで「病弱・虚弱」９名

（13%）となっており、そのほとんどは発達・精神障がいをもつ学生であること

が公開されている。同支援室の特別支援コーディネーターの新村暁氏によれば、

「ホームページで公開している人数はあくまでも支援認定を受けている学生の

人数であって、大学に在籍している学生全てに調査を行い障がいの有無を確認

しているわけではない」とのことで、新村氏の感覚としては、支援認定されてい

る数以上に、「何かしら障がいがある（と思われる）学生がいるのではないか」

とのことだった。 

  

（イ） 支援認定を受けている学生へのインタビュー 

         ここまでのことを受け、高等教育機関における障がいのある学生が、学業や

生活全般においてどのような状況にあり、どのような配慮を受けているのかに

ついて調査した。実際に支援の認定を受けている２名の学生にインタビューを

した内容を紹介したい。１人は、在学中に障がいの診断を受けたが、卒業が近

くなるまで支援室の支援を受けずに生活をしてきたＡさん。もう１人は、入試

時の配慮を事前に相談し、入学後に支援認定を受けているＢさん。２人とも自 
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分の障がいについて理解していて、そのうえ

で自分の目標や将来を考えている印象を受け

た。 

 

※ここでは、個人が特定されないよう、出身地や所属

学部などを明らかにしないことを２名の学生に確

認している。 

 

 

 

①学生の障がいの状況について 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

②学生生活で苦労していること 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

氏  名：Ｂさん 

障がい名：自閉スペクトラム症 

＜本人の状況＞ 

 初めて診断を受けたのは３歳の頃。当時と診断名は違う。小さい頃から友だち

付き合いが得意ではなく、小学校の高学年は学校に行っていなかった。高校で担

任と上手くいかず退学し通信制の高校に通った。２浪したが、学びたい学部があ

ったこと、事前相談の際の対応が良かったことで岩手大学を受験することに決め

た。 

【インタビューに答えてくれた 

ＡさんとＢさん】 

氏  名：Ａさん 

障がい名：ＡＤＨＤ、双極性障害Ⅱ型 

＜本人の状況＞ 

 元々自分はＡＤＨＤではないかと感じていたが、入学後に受診をし、診断名が

付いた。２年留年したが、６年目にして何とか卒業論文を書き終え卒業が可能と

なった。支援室の利用は、令和３年の１月頃からで、それまで支援室の存在を知

らなかった。もっと早くに知っていれば状況は変わったかもしれない。 

＜Ａさん＞ 

・家事全般が苦手だが、特にも洗濯などが苦手。 

・朝起きられないことも多く、友人に助けられ何とか授業に参加していた。 

・季節的（秋冬）に学校に行けない時期があり、サークルの仲間には迷惑をかけ

ることが多かったが、学部としてそういったことに理解のある仲間が多かった

ので助かっていた。 

・障がいについて周囲の理解がないことはとても苦しく、「え、そんなこともで

きないの？」という反応がつらかった。 
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③あなたにとっての「学生特別支援室」とはどんな存在か 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

今回インタビューに応じてくれた２名の学生は、学生特別支援室の存在がな

ければ今のような生活にはなっておらず、苦しい日々を送っていたのでないか

と話している。Ｂさんは不登校だった小学生時代から今の学生生活を想像でき

なかったと話しているが、学生特別支援室の支援と理解者の存在で、これまで苦

手としてきた他者との関わりにも変化が見られた。講義ではどうしても人と関

わることが避けられない状況を経験し、支援を受けながら取り組むことができ

たおかげで、人との関わりができるようになってきたようである。 

次に、この２人の学生を含め、これまで支援室のコーディネーターとして多く

の学生への支援や関係教員との情報共有、学内の体制整備づくりに関わって 

いる新村暁氏にも話を伺った。 

＜Ｂさん＞ 

・期末レポートの提出が大変だった。文章を書くことや物事を計画的に進めて

いくことが苦手。 

・講義によってはグループワークがあり、２～３週間くらいペアで取り組まな

ければならず、なかなか上手く進められずペアの相手に迷惑をかけたことも

あった。 

・料理が苦手で、順序だてて料理をすることが苦手。現在はパンションに住ん

でおり、食事が出るので助かっている。 

＜Ｂさん＞ 

・「駆け込み寺」のような存在。何かあれば行くし、何も無くても行く。居心地

がいい場所。同じ学部・学科の学生よりも支援室の仲間との関わりの方が多

い。 

＜Ａさん＞ 

・「安全基地」だと思う。ここに来れば自分のことを知っている人がいるし、気

兼ねなくそれぞれの障がいの事情を聞くことが新鮮だった。 

・誰かレポート提出で困っていたら、支援室の仲間が皆で協力して助け合って

いる。支援室は皆が集う「居場所」。 
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【考察】 

     視点① 「障がい・障がい者理解の促進」 

       学生のインタビューの中で多く聞かれた言葉は、「居場所」「理解者」であっ 

た。自分自身の障がいについて理解者（コーディネーター）が存在することに大

きな安心感を得ているようであった。障がいの中でも、特に発達障がいは見た目

ではわかりにくいことが多く、「怠けている」「本人の努力が足りない」と受け取

られがちである。そういう意味では、担当教員や周囲への理解を促している学生

支援室は大きな役割を担っている。また、学生自身が支援室を利用し、支援認定

を受けるようになったことで、「自分自身にとって本当に必要な支援がどんなも

のなのかを知ることができた」と話していた。 

支援室のサポートを受けながら学生生活を送る中で成長し、それまで必要で

あった支援を減らすことにつながった。障がいのある当事者による「自己の障が

い理解」が深まったと言える。 

「支援室の現状や今後の広がりについて」（学生特別支援室 新村 暁 氏） 

 

学生特別支援室がスタートした 10 年前の目標は、学生が支援室を利用し

た際に、学生同士が共に話をしたり勉強を教え合ったりできるような場所

にすることだった。当時は、あまり他者と関わらない学生が多かったが、

ここ２～３年で、インタビューしたような比較的コミュニケーションを相

互に取り合う学生が支援室を利用するようになり、当初目標としていた利

用する学生相互の交流が見られるようになった。 

あくまでも支援室の役割は、教員に対して支援や配慮を依頼するなどの調

整がメインで、授業に参加して単位を取得したり、卒論を書き上げたりする

のは学生本人たち。何かに困った時、お互いに支え合った経験や、誰かの役

に立ったといった自己有用感を感じられる経験ができる場になればいいと

考えている。 

障がいの診断を受けていることは、必ずしもデメリットとして捉えなくて

いいと感じている。在学中に障害者手帳を取得する学生もいるが、卒業後の

就労に活かすことができるのであれば、手帳の取得も１つの武器なると考え

ている。 

支援認定を受けている学生の保護者には、生活の様子や成績等について必

要に応じて伝えている。また、学生の在学中や卒業後の社会への移行につい

ては、福祉関係の支援機関とも連携している。使えるカード（自分がどのよ

うな支援を受けられるのか、本当に必要な支援は何か等）を知ることも大切

だと思っている。 

 

                  令和３年８月 18 日（水）岩手大学にて 
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視点② 「関係機関、関係団体との連携」 

       障がい認定を受けている学生の保護者へ、生活の状況や授業の様子など、必

要に応じて情報提供を行っているとのことだった。また、大学卒業後の就職に

向け、福祉行政や事業所などと連携し学生の就労支援等も行っている。障害者

手帳の取得をする学生には、関係機関と連携しながら取得の支援等もしている。 

 

視点③ 「障がい者の生涯学習推進に向けた体制の整備」 

コーディネーターの新村氏によれば、支援認定は、学生自身が学生特別支援

室に相談し、コーディネーターがその要望やニーズを確認し、両者で可能な支

援について話し合いをもつことから始まるとのことだった。そのことを受け、

学内の「学生特別支援室運営会議」を経て正式に支援が認定される。相互の話

し合いによって決められる合理的配慮そのものである。支援を受けたい学生の

ニーズや要望を丁寧に聞き取り、その学生の特徴や支援方法について教員との

橋渡しをしていることから、学生特別支援室の存在は障がい認定を受けている

学生にとっても、多様な学生を受け持つ教員にとっても大切な存在である。 

 

本事例は、３つの視点の中で①「障がい・障がい者理解の促進」③「障がい者

の生涯学習推進に向けた体制の整備」の２つがより際だっている事例と言える。 

 

（２） 県の教育行政の取り組み 

「障がい」及び「障がい者」の理解については、昨年度のアンケート調査の分析と 

考察の中で、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とについて

触れた。そこでは、障がい者関係団体等との連携や協力を仰ぐことについても触れた。 

当センターではこれまで、生涯学習に関する情報提供、調査研究及び指導者養成の 

事業を総合的、効果的に推進するとともに、市町村及び関係機関・団体との連携強化に

努め、本県生涯学習の振興を目的に、各種研修講座を実施してきた。改めて過去の講座

内容を見てみたが、本研究で取り上げている「障がい者の生涯学習推進」や、その課題

解決に資する研修内容の実施は見当たらなかった。 

    そこで、１年次の研究で明らかとなった課題等の解決に向け、当センターの事業と 

して県内６教育事務所管内で実施している「人づくり・地域づくり関係職員等研修講 

座」の事業を、障がい・障がい者理解や、福祉関係団体とのつながりづくりを目的と 

した事業として位置付け、実施した。 

 

ア 事業計画 

     １年次の研修で実施したアンケート調査の結果、障がい者の生涯学習を推進して

いくために必要な条件は、「関係部局や関係機関・団体等との連携」（66.7%）、「福祉

関係部局や団体からの援助と協力」（63.6%）であった。 

そこで、本事業を計画するにあたり、事業のメインテーマを「共に学び、生きるた 
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めの障がい理解」とし、「障がい理解」について講義の枠を設けるにあたり、以下の

図にあるように、福祉関係団体への協力を要請した。 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

【「障がい者の生涯学習推進のあり方に関する研究」より】 

 

本事業では講義の中で学ぶ知識としての障がい理解とだけではなく、関わること

によって理解を深めることも促していきたいと考えた。そこで、現在国が進める「障

がい者の生涯学習」がどのように推進されようとしているのか、また、本研究から県

内で障がい者の生涯学習推進のためにどのような事業を展開しようとしているのか

について、各地域の福祉事業所に説明する機会を設けた。本事業で、障がい理解に関

する講義を依頼した団体は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その中でも、地域で暮らす障がい者の生活全般について相談を受け、様々な機関

と連絡調整しながら障がい者の困り事や課題に対して支援を行う「相談支援専門員」

の方々に協力を依頼した。生涯学習の分野において、障がい者の生涯学習に関する

事業については初めての内容であったため、直接関係機関に出向き、事業の趣旨説

明ができたことは、連携を図るうえで重要なポイントであった。写真は、中部教育事

務所管内の事業実施にあたり、事業内容や講師について相談した際の様子である。

花巻市障がい福祉課基幹相談支援センターから４名、同市生涯学習課２名、中部教

育事務所主任社会教育主事２名が参加し、事業相談以外に、障がい者の生涯学習に

【「人づくり・地域づくり関係職員等研修講座」における講師依頼事業所】 

・県保健福祉部障がい保健福祉課 

・県立久慈拓陽支援学校（エリアコーディネーター担当者） 

・社会福祉法人光林会地域生活支援センターしおん 

・花巻市健康福祉部障がい福祉課 基幹相談支援センター 

・社会福祉法人一関社会福祉協議会 一関障害者生活支援プラザ 

・社会福祉法人仁愛会 仁愛会障がい者相談支援事業所 

・宮古圏域障がい者自立支援協議会 

・NPO 法人宮古圏域障がい者福祉推進ネット（レインボーネット） 

・社会福祉法人大洋会 地域生活支援センター星雲相談室 
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関して、各担当課の状況などについても意見交換をすることが

できた。行政関係者間でもこのような打ち合わせ等の機会をも

つことは、今後各市町村において障がい者が学ぶための具体的

な事業づくりや、障がい者の保護者会、福祉関係団体が独自に取

り組んでいる生涯学習活動を後押しするために必要なポイント

となろう。また、ボッチャを通して障がいのある方と受講者が交

流することで、知識としての理解だけではなく、関わりを通した

理解を促すことを本事業のねらいとした。ボッチャの指導につい

ては、県文化スポーツ部スポーツ振興課のスポーツ振興専門員に

よる指導（当日のコーディネート）を依頼した。 

しかし、コロナ禍という状況もあり福祉事業所の利用者と複数の外部の受講者と

の交流は実現が難しかった。そのような中、宮古教育事務所管内の事業について相

談をした、NPO 法人宮古圏域障がい者福祉推進ネット（以下レインボーネット）の相

談支援専門員である高屋敷大助氏から、ぜひ一緒に活動する事業にしたいこと、さ

らに、当センターとレインボーネットが本事業を共催し実施するのはどうかといっ

た提案をいただいた。事業当日は障がいのある当事者とその支援者、講義の際のグ

ループワークを進めるコーディネーター等、20 名を超える関係者が集まった。 

 

  

      

  

 

 

 

 

【「人づくり・地域づくり研修講座（宮古地区）」の様子】 

 

     県北教育事務所及び県南教育事務所管内の事業では、講義のほか、地域の「障が

い者の生涯学習支援活動事例」の紹介も行った。 

11 月 12 日（金）久慈地区合同庁舎で開催した県北教育事務所管内での事業では、

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を受賞した「久慈

地域卓球バレー協会」の取り組みを紹介した。久慈地域卓球バレー協会会長の新里

周一氏、同協会副会長の類家勉氏に協力をいただき、実際に卓球バレーを受講者に

体験してもらうことができた。しかしコロナ禍で、障がい者の方々に参加してもら

い、共に活動していただくことはできなかった。共に活動することができたらどれ

ほど良かったか非常に悔やまれるが、今回の取り組みで、活動が生まれ、広がること

を期待したい。 

 

 

 

【花巻市との事業実施 

相談・連絡会】 
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【「人づくり・地域づくり関係職員等研修講座（県北地区）」の様子】 

 

10 月 8 日（金）一関地区合同庁舎で実施した県南教育事務所管内での事業では、

地域の高齢者や障がい者の市民アート交流事業と、障がい者の自立と社会参加の促

進をめざすことを目的として 10 年以上前から活動している一関市川崎にある「NPO

法人アートで明るぐ生ぎるかわさき」地域活動支援センター工房てんとう虫所長の

木村静江氏に活動紹介を依頼した。木村氏からは、地域住民を巻き込んで活動を継

続したことが地域住民の障がい者の理解につながっていることや、工房の利用者が

自身の作品を褒めてもらうことによって、自身の自己肯定感の向上につながってい

ることなどが話された。 

この「工房てんとう虫」は活動の１つとして、地域の画廊で毎年個展も開催して

いる。今年で 13 回目となる個展には、多くの方々が来場していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人づくり・地域づくり関係職員等研修講座（県南地区）」の様子】 
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【「工房てんとう虫・展 13～工房てんとう虫の仲間たち～」の様子】 

                         ※一関市 ギャラリー彩花堂にて 

 

イ 研修講座の受講者の声 

    各事業で研修講座に参加した方々からアンケートで寄せられた感想を一部紹介して

いきたい。 ※原文のまま掲載 

 

【中部教育事務所管内】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・障がい者とどう接してよいか、実際に施設や福祉課等で働いている方の話

を聞いて、「普通」に接していいのだということがわかった。ただ、実践し

ていくには、もう少し勉強をしていきたい。 

・障がい者の学びや様々な活動をとおして、障がい者と社会とのつながりを

作るときに、我々がさせたいことではなく、障がい者がしたいことをいか

に引き出すかが重要だと思った。我々の意識が、障がいにならないように

したい。 
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【「人づくり・地域づくり関係職員等研修講座（中部地区）」の様子】 

 

【宮古教育事務所管内】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「人づくり・地域づくり関係職員等研修講座（宮古地区）」の様子】 

 

・「福祉」をとても身近に感じることができた。様々な場面で共生を考えるき

っかけとなった。 

・短時間の中で答えが出る内容ではなかったので、すごくすごく難しかっ

た。ただ、それだけ普段意識せずに生活していることを痛感した。 

・答えは一つではなく、お互いの思いや考えを共有することが大切だと思っ

た。 

・実際にボッチャをとおして、障がいのある方々と交流したり意見交流した

りするができたことはとても有意義な時間となった。 
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【県南教育事務所管内】  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「人づくり・地域づくり関係職員等研修講座（県南地区）」の様子】 

 

【県北教育事務所管内】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「工房てんとう虫」という名前を聞いたことはあったが、具体的にどのよう

な活動をしているのか知ることができてよかった。 

・障がい者支援の関係団体の活動を知ることができてよかった。 

・障がいは個性という前向きな考え方をしたいと思った。 

・自らの理解は深まったが、社会や地域の方に伝えることや学習する方法を

詳しく知りたいと感じた。 

・障がいの有無に関わらず、誰に接する時でも配慮しなければならないよう

な内容の講義だった。日々の生活で気を付けたいと思う。 

・障がいについて再確認したこと、新たに学んだことがあった。卓球バレー

も体験でき、男女や障がいの有無、年齢に関係なく楽しめると感じた。 
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【「人づくり・地域づくり関係職員等研修（県北地区）」卓球バレー体験の様子」】 

 

 

【沿岸南部教育事務所管内】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・多様な存在や考えを認め合うためには、たくさんの出会いや様々な考えを

知る機会が大切だと感じた。 

・ボッチャをとおして交流したことで、障がい者とどう関わるか実体験でき

た。非常に良い機会だった。 

・障がい等の理解の場も、もっと必要だと感じた。 

 

 

・障がいのある方と接する機会が少なかったが、接してみると楽しく活動で

きた。日常的に、もっと接する機会を作って市民とも距離を近づけていく

ことが大切だと感じた。 

・今回のように、障がいのある方と一緒に生涯学習活動を行う研修会や場が

必要だと感じた。実際に活動していく中で気づきがあり、今後の推進に活

かせると思う。 
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 【福祉事業所の方々と共にボッチャで交流】 

 

 

 

 

 

 

 

 

    【講義をする社会福祉法人大洋会          【受講者同士の意見・感想交流の様子】 

星雲相談室 相談支援専門員 菅野大氏】 

 

【考察】 

     視点① 「障がい・障がい者理解の促進」 

       本事業は、受講対象者を各市町村の生涯学習・社会教育関係の職員とした。

それは、担当職員の障がいに関する知識や障がい者と関わった経験が少ないこ

とは、障がい者の生涯学習を考えたり具体的な事業を実施したりするうえで影

響するからである。受講者アンケートにもあったように、実際に障がい者と関

わったり知識を学んだりする機会を意図的に設けていくことが重要である。 

 

視点② 「関係機関、関係団体との連携」 

       本事業を実施するにあたり、地域毎の事業であったことから、各教育事務所

管内にある相談支援事業所の相談支援専門員に障がい者理解の講師を依頼した。

それは、相談支援専門員が日頃から地域の障がい者の地域生活や就労等に関す

る相談を受け、多様な機関と連携しながら支援を行っており、障がい者の地域

生活活動の事例や課題などを把握しているからである。また、相談支援事業所

には、今後生涯学習・社会教育関係部局において障がい者理解の研修会や、障

がい者の学ぶ場づくりをする際に相談できる機関でもある。実際に、事業終了

後には、講師と名刺交換をしている市町村行政職員の方もいた。今後生涯学習・

社会教育関係部局が福祉関係部団体と連携し、障がい・障がい者理解等の研修

会が実施される足がかりとなることを期待したい。 

また、文部科学省「障がい者の生涯学習支援活動に係る文部科学大臣表彰」を
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受賞した団体の事例発表も事業の内容として位置付けた。活動の歴史や、それを

支える関係者、地域住民への障がいに対する理解の広がりなどについて詳しく

紹介していただいたことで、生涯学習・社会教育関係部局の職員に障がい者の地

域活動について知ってもらう機会となった。 

しかし、事業のアンケートの中には、「参考となる内容ではなかった」「このよ

うな活動が広がることを祈っています」といった内容もあった。障がい者の生涯

学習活動は他人事という感覚や当事者意識の希薄さがあるように思う。それ自

体を否定するということではなく、現実をストレートに反映した認識感覚と受

け止めていく必要がある。だからこそ、理解を深めるための場を継続して設けて

いくことが重要であり、障がい者の生涯学習を担う関係者の多様な意見や考え

があることも受け止めながら推進していくことが求められるのである。 

 

視点③ 「障がい者の生涯学習推進に向けた体制の整備」 

       各事業の講師には、合理的配慮の提供について講義の中で触れていただくこ

ととした。特に宮古教育事務所管内での事業では、受講者同士が実際にあった

合理的配慮の事例を基に、合理的配慮に関する意見や考えを出し合う演習を実

施した。受講者からは「立場や見る視点によって、多様な考え方ができる。日

頃から、多様な人たちと触れ合うことを意識したい」といった感想が寄せられ

ていた。障がい者の生涯学習活動を推進していくために合理的配慮の提供は欠

かすことのできない視点であり、障がい者に限らず、高齢者を対象とした講座

や日頃の業務にも必要な視点である。特別扱いをするのではなく、相互の理解

によって成されていくものであり、場合によっては提供できないものもあるこ

とは理解しておきたい。 

 

本事例は、３つの視点のうち①「障がい・障がい者理解の促進」②「関係機関、

関係団体との連携」を強く意識した事例と考えられる。 

 

（３） 地域における障がいのある人の学びの保障 

    障がい者は、学齢期であれば地域の小中学校や各特別支援学校、高等学校で学びが

継続して行われている。 

しかし、文部科学省のアンケート調査や有識者会議のまとめによれば、学校卒業後

の学びの継続に課題があると指摘されている。 

ここでは、スポーツを通じて地域の障がい者や高齢者、小中学生などが活動を共に

している事例と、長年にわたり地域の公民館と協働して知的障がいのある成人の生涯

学習の場を継続してきた事例について紹介していく。 

 

 

 

 

 



- 61 - 

 

ア 久慈地域卓球バレー協会の取り組み 

  （令和２年度文部科学省「障害者の生涯学習支援活動」に係る文部科学大臣表彰受賞） 

    （ア） 卓球バレーとは 

       卓球バレーは、1974 年（昭和 49 年）に「肢体不自由な重度の障がいのある人

でもスポーツを楽しみたい！」と、近畿の養護学校で始められた日本発祥の団

体競技である。ルールや道具の工夫を経て、京都障害者スポーツ振興会が中心

となって、普及活動を推進し全国へ広がっていった。その後、2008 年（平成 20

年）に日本卓球バレー連盟が設立され、現在では国内はもとより、海外へもそ

の普及が進んでいる。 

本県は、2015 年（平成 27 年）に岩手県卓球バレー協会（岩手県障害者スポー

ツ協会内）が設立され、その後日本卓球バレー連盟に加盟、現在公認指導者数は

全国でもトップの数となっている。 

       卓球バレーのルールは、卓球台をコートに６人制バレーボールのルールを基

に、サウンドテーブルテニス（盲人卓球）で使用する音の出るピンポン球をネ

ットの下を転がして相手コートに３打以内で返球し合う。卓球バレーの特徴や

魅力としては以下の５点が挙げられる。 

(1) 障害の有無・程度・種別、また年齢に関わらず誰でも一緒にプレーを楽しむ

ことができる。 

(2) 室内、たとえ狭い場所でも卓球台が 1 台あれば、大勢（6 人 vs. 6 人の 12

人）でプレーできる。 

(3) 走ったりせず、座ったままできるスポーツなので、怪我等のリスクが少な

い。 

(4) プレーに必要な用具は、ピンポン球とラケットであり手軽に始められる。 

(5) 初めてでも簡単にプレーできるため遊戯性が高い印象があるが、慣れてく

るとボールのスピードも速くなり相当の技術やチームプレーも必要となるな

ど競技性も持ち合わせている。 

 

 

卓球バレーは、全国障害者スポーツ大会のオープン競技として実施されて

いる。競技という面と、手軽で障がいのあるなしにかかわらず誰もが共に活動

できるレクリエーション的な２つの面を持ち合わせているユニバーサルスポ

ーツと言える。 

    

(イ) 希望郷いわて大会と久慈地域卓球バレー協会の設立 

        本県に卓球バレーが紹介されたのは 2012 年（平成 24 年）の中級障がい者スポ 

ーツ指導員研修会である。2016 年に行われた全国障がい者スポーツ大会希望郷 

いわて大会では、オープン競技として実施され、全国から 401 チーム総勢 700 

名以上が参加した。 
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【全国障害者スポーツ大会希望郷いわて大会オープン競技の様子】 

 

この希望郷いわて大会において競技を開催するにあたり、県内で普及活動を

始めた岩手県障がい者スポーツ協会事務局長の三浦拓郎氏と、全国卓球バレー

連盟副会長の堀川裕二氏（大分県「太陽の家職員」）が久慈市を訪れ、卓球バレ

ーの体験会を実施したことが、その後の協会設立につながる大きなきっかけだ

った。 

久慈地域卓球バレー協会会長の新里周一氏と同協会副会長の類家勉氏に、卓

球バレーとの出会いや魅力、協会の設立の経緯についてお話を伺った。 

              

Ｑ：お二人の卓球バレーとの出会いについて 

                      ※新：新里氏  類：類家氏 

新：私は久慈市の身体障害者協議会の体育部長をやっていて、これまでの体を動か

すスポーツと言えば、ペタンクやゲートボールばかりで、これではマンネリ化

してしまうのではないかと思い、何か新しい競技はないものかと障がい者スポ

ーツ協会の三浦氏に相談したのがきっかけだった。すぐに久慈市へ来てくれて、

卓球バレーを紹介してくれた。実際やってみると、座ってできるし、場所も取ら

ないし、特にもラリーが楽しいスポーツだと感じた。 

 

類：私は久慈市のスポーツ推進員を長年勤めていて、2014 年に障がい者スポーツ指

導員（初級）の資格を取得するための講習会で初めて卓球バレーを見て「これ 

だ！」と感じた。障がいの有無や年齢に関係ないオールフリーな競技だと感じた。

すぐにスポーツ推進員の仲間に声をかけて普及を始めた。高齢者が少しでも家

の外に出て活動するきっかけになってほしいという思いもあり、久慈市の老人

クラブ連合会の皆さんにも声をかけた。 

       

障がい者団体や地域との様々な繋がりをもった２人が意気投合し、2017 年（平

成 29 年）に、久慈市身体障害者協議会、久慈市スポーツ推進委員協議会、ひば

り療護園（社会福祉法人天神会障害者支援施設）、久慈市教育委員会、久慈市社

会福祉課の後押しを受けて「久慈地域卓球バレー協会」が設立された。  
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Ｑ：協会設立後の活動について 

 

    新：協会設立後、卓球バレーの講習会を開催したが、なかなか人が集まらなかった。

しかし、公民館を利用していた老人クラブの方々に卓球バレーを紹介したとこ

ろ興味をもってくれて、今では専用の用具も購入し熱心に活動している。また、

県立久慈拓陽支援学校の生徒にも体験してもらった。 

 

    類：講習会を開催していくことによって、活動する方々が多くなっていった。そう

すると「大会を開催したい」という声が聞かれ、自身もそういう気持ちがあっ

た。そこで 2018 年（平成 30 年）に「あまちゃんカップ」を開催することとな

った。 

                      令和３年 10 月 31 日 久慈市民体育館にて取材 

 

（ウ） 多様な人たちが連携し、集い、活動する場として 

       「あまちゃんカップ」の国際交流は、岩手に卓球バレーを紹介した堀川氏と、

コ・イノベーション研究所（ユニバーサルデザインを共創するコンサルタント

機関）の方々が、JAICA（独立行政法人国際協力機構）に働きかけたことによっ

て実現した。障がい者福祉の向上を支援する政府職員や教育関係者が世界中か

ら久慈にかけつけ、卓球バレーを体験する機会を得たことは、大きな成果であ

ったと類家副会長は話されていた。 

それは、障がい者と健常者という単純な構図ではなく、国家も民族も人種関係

なく、まさに多様な人たちが集い、卓球バレーというスポーツを通して共に活動

する場が作られたことである。また、類家副会長は、この大会の準備にあたり久

慈市教育委員会（生涯学習課）と、地域福祉課が、役割や部局の壁を越え、連携・

協働が実現されたことも大きな成果であったと話されていた。   

このような活動が評価され、令和元年度文部科学省「障害者の生涯学習支援活

動に係る文部科学大臣表彰」を受賞した。さらには、卓球バレーの活動が、令和

３年度中学校保健体育科教科書「中学保健体育」（学研）のなかで「人々を結び

つけるスポーツ」の一つとして取り上げられている。 

 

 

 

 

 

 

 

【あまちゃんカップの様子】 
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新里会長と類家副会長は、これからの展望について次のように述べている。「現

在のあまちゃんカップは、卓球バレーの大会としてのみ開催しているが、体育館の

卓球バレー会場とは別に、障がい者アートの展示、支援学校や福祉事業所で制作し

たものの販売などを行い、より障がい者を理解してもらったり活動を知ってもら

ったりする機会にしていきたい。さらに、卓球バレーを体験した JICA の研修生が

母国で広め、母国のチームを作ってあまちゃんカップへ参加しに、久慈に帰ってき

てほしい。」 

 

コロナ禍で活動が制限される中、令和３年 10 月 31 日（日）に第３回あまちゃ 

んカップが開催された。会場には終始笑い声と笑顔があふれていた。 

 

【考察】 

     視点① 「障がい・障がい者理解の促進」 

       高齢者や小学生などが障がい者と卓球バレーを通じて交流が図られ、共に活

動することによって障がい者に対する理解が深まっていることがインタビュー

から伺うことができた。また、スポーツ推進員の方々にとっても、卓球バレー

の普及活動の中で障がい者への対応やその特性について触れることができる機

会となっている。久慈地域卓球バレー協会の新里氏、類家氏も話していたよう

に、今後卓球バレーのみならず、障がい者アートの展示や障がい者福祉事業所、

特別支援学校の製品販売の機会を作ることによって、これまで以上に一般の地

域住民への障がい者理解の広がりにつながることが期待できる。 

 

視点② 「関係機関、関係団体との連携」 

       「あまちゃんカップ」の開催について、特にも JICA の研修生も参加した大会

では、大会運営や歓迎レセプションの実施に当たり、久慈市の行政を中心に、

関係者が連携・協働して実現した。 

       行政の他に、日本卓球バレー連盟や県障がい者スポーツ協会、一般社団法人

などと連携したことにより、単に障がい者と健常者の参加にとどまらず、JICA

の研修生も参加するなど国際交流にまで発展した。担当部局だけではなく、多

様な立場の人たちがアイディアを出し合い、それぞれの専門性を発揮したこと

により、障がい者の地域での活動や、多様な団体との活動へと発展した事例で

ある。 

 

視点③ 「障がい者の生涯学習推進に向けた体制の整備」 

       障がいの有無にかかわらず、活動を共にすることができる卓球バレーという

スポーツの特性を十分に活かしている。また、大会を企画し、日ごろの成果を

披露する場にもなっている。学びの成果を活かして活動する場があることで、

学ぶ意欲のさらなる向上にもつながる。学んだことを活かし、活動することが

できる場が作られていくことも重要である。 
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本事例は、３つの視点のうち①「障がい・障がい者理解の促進」②「関係機関、

関係団体との連携」が色濃く出ている事例である。 

  

イ 青森県弘前市「知的障がいのある成人の生涯学習スクール『ピュアフレンズ』」 

    （平成 29 年度文部科学省「障害者の生涯学習支援活動」に係る文部科学大臣表彰受賞） 

（ア） 設立の経緯 

       青森県弘前市の弘前市中央公民館による、知的障害のある成人の生涯学習ス

クール「ピュアフレンズ」の活動は、今年で 26 年目になる。この「ピュアフレ

ンズ」を支援するボランティアサークル“虹の会”代表の安田政英氏から設立

の経緯についてお話を伺った。 

       安田氏によると、1975 年（昭和 50 年）頃から、在宅の知的障がいのある成人

の余暇活動の一環として、また、保護者や家族の一時的に自由な時間をとの願

いから、地区手をつなぐ育成会が中心となりソフトボールチームが結成された

ことに始まる。当時養護学校義務化の前において、学校卒業後の軽度知的障が

いのある人たちが飲食店を利用した際に金銭の計算が苦手で、うまく会計がで

きなかったり、金銭を多く要求されたりするような事があったと保護者が聞き、

「この子達にはもっと学ぶ場が必要だ」という願いによって、知的障がいのあ

る成人の生涯学習・社会教育ニーズが高まった。 

       1995 年（平成７年）に、弘前市の生涯学習の拠点となる総合学習センターが

オープンするのに合わせ、地区手をつなぐ育成会からの「弘前市にも知的障が

いのある成人の青年学級の開設を！」との要求がとおり、弘前市教育委員会が

翌年に「ピュアフレンズ」を開設した。 

       インタビューの中で安田氏は当時の様子を以下のように振り返っている。 

 

 

 

 

 

 

 

（イ） 活動の内容 

       現在、「ピュアフレンズ」の活動は、弘前市中央公民館とボランティアサーク

ル“虹の会”が協働で実施している。また、概ね 18 歳以上の知的障がい者に生

涯学習の機会を提供し、文化的教養の高揚、日常生活環境への適応、障がい者

相互の親睦を図ることを目的としている。その意義についての詳細は、“虹の会”

代表の安田氏が以下のようにまとめている。 

 ピュアフレンズの立ち上げにあたっては、青森県教育庁指導主事として、青森県

内の特殊学級の設置や、その後養護学校校長会の会長を歴任された田中光世先生

（“虹の会”前会長）の功績が大きい。また、同様に当時の弘前市の教育長も田中

氏と共に知的障がいのある成人の保護者や地域の要望等、立ち上げの趣旨に賛同し

情熱をもって行政を動かしたことも大きな力となった。 

※令和３年 10 月 11 日（月）弘前市中央公民館岩木館にて 
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昨年はコロナ禍によって活動ができない状況だったが、現在のピュアフレン

ズへの登録者数は約 30 名程度で、その都度 15 名程の参加者がある。ボランテ

ィアサークル“虹の会”（特別支援学校の教員退職者、ピュアフレンズの保護者、

社会福祉法人関係機関職員、学生が集まって結成された団体）の約 10～15 名程

度支援をもらいながら、年８回毎月第２日曜日に弘前市総合学習センターで開

催しているとのことだった。 

       事業については、企画に沿った講師の斡旋や、関係機関へのピュアフレンズ、

ボランティアの募集チラシの配布、当日の運営補助などは弘前市中央公民館が

行っている。 

例として、１日の活動の流れは以下のようになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ピュアフレンズ」の１日の活動の流れ】 

【ボランティア募集チラシ】 

 

 

 

 

 

 

【知的障がいのある成人の生涯学習の意義・必要性】（安田）※第 41 回全国公民館研究集会資料より  

①豊かな余暇のある生活の場 

 休日などに、余暇を自分らしく過ごせる場が必要である。  

②文化活動の場 

 生活と成長・発達を豊かにする場が必要である。 

③教育・学習の場 

 知的障がいのある場合は、とりわけ継続的に、丁寧な教育・学習の場が必要である。 

④保護者・家族の自由な時間の確保 

 自分の買い物もままならない保護者・家族に一時的にも自由な時間が必要である。 
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    【ピュアフレンズの活動広報誌】 

 

日程には「朝の会」や「クラブ活動」、「帰りの会」が設定されており、これは

養護学校（特別支援学校等）での１日の活動の流れを踏襲したものである。学校

教育で何度も経験してきた１日の活動の流れを、「ピュアフレンズ」の活動にも

取り入れることにより、参加者が少しでも１日の流れをイメージしやすくして

いるとのことだった。また、年間の活動をまとめた「ぴゅあふれんずれぽーと」

を発行し、活動の様子や参加者の感想などを紹介している。 

この「ピュアフレンズ」の活動は、ボランティアサークル“虹の会”と共に弘

前市中央公民館の協力を得て協働で実施している。ここでは、弘前市中央公民館

総括主査の柴田浩氏にも、「ピュアフレンズ」の活動に関してお話を伺った。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

（ウ） 現状と課題 

        知的障がいのある成人の生涯学習スクールとして、当事者の発達課題や保護

者や支援者からの要求に対する様々なプログラムを展開し、活動に取り組んでき

たことで地域住民の知的障がいへの理解も深まったことが、２人へのインタビュ

 ３年前に生涯学習課に配属になり、ピュアフレンズの担当となった。それまでは

福祉課に勤務していたが、直接障がい者、ましてや知的障がいのある人と深く関わ

った経験も無かった。初めてのプログラムで関わったときは、どう関わっていいの

かわからず怖さが大きかった。２～３回一緒に活動したことで、自分も楽しめるよ

うになった。それまでは、知的障がい者という一面しか見えていなかったが、実際

に話をしてみると、思っていたよりも意思疎通が図れたことや、言葉が適切かわか

らないが、みんな普通の人なのだというように意識が変わった。時には大きな声を

出してしまう方もいるが、そういうことも含めて今は可愛いなと思っている。今後、

ここで障がいのある成人の方と関わった経験が、別の部局でも活かされると思う。 

 

令和３年 10 月 11 日（月）弘前市中央公民館岩木館にて 
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ーから想像することができた。また、軽度の知的障がいのある成人が、より支援

の必要な知的障がいの成人をサポートする様子も見られ、学習者同士の相互の学

び合いも実現している。 

        課題として、近年は「ピュアフレンズ」の登録者数が減少していることや、サ

ポートする“虹の会”の会員の高齢化が挙げられていた。ただし、登録者数の減

少については、昔と比較すると障がいのある人が余暇活動をしたり学びを継続し

たりする機会が増えているためで、そういう意味では、決して登録者数の減少は

マイナスなことではなく、むしろピュアフレンズ以外の活動も確保されつつあり、

障がい者が地域で活動できる機会が増えたことは望ましい形だと言える。 

ボランティアスタッフの確保については、これまで学生ボランティアを募っ

ていたこともあったが、最近ではなかなか学生の参加が少ないということだった。

学生が置かれている状況（アルバイトによる学費の工面等）も変化していること

も要因の一つとして考えられるが、引き続き、学生や福祉関係団体、教育関係機

関へのボランティア依頼を行うことが必要である。 

 

【考察】 

     視点① 「障がい・障がい者理解の促進」 

       活動プログラムの中にある買い物学習では、地域の店舗を実際に支援者とと

もに訪れ、昼食等を購入している。地域の店舗にとっても、障がい者が利用す

ることによって、会計の際の対応など障がい者と関わるきっかけとなる。また、

「ピュアフレンズ」に参加している知的障がいのある成人の方の学びの場にも

なり、地域の方にとっても障がい者の理解が促進される相互の学びとなる。ま

た、視点③にも共通するが、ボランティアスタッフが多数関わることで、スタ

ッフ個々の障がい・障がい者理解の促進にもつながっている。 

 

視点② 「関係機関、関係団体との連携」 

       公的社会教育行政と、知的障がいのある成人の青年学級とが、互いの専門性

を活かして活動内容を検討したり、講師の情報を共有したりするなど、協働し

て年間プログラムを計画している。まさに、障がい者の学び場づくりを、想い

や願いのある団体と行政が共に行っている事例である。 

 

視点③ 「障がい者の生涯学習推進に向けた体制の整備」 

       ボランティアサークル“虹の会”が組織され、知的障がいのある成人の生涯

学習活動の場を支えている。代表の安田氏や弘前市中央公民館の柴田氏によれ

ば、ボランティアの参加者に対し、事前の研修や情報提供等はあまり行わない

とのことだった。それは、「あまり構えて参加をしてほしくない」といった思い

があってのことのようだ。 

１日の活動の最後には、ボランティア同士での反省会といった振り返りの時

間を設けており、ボランティアの中には、特別支援学校の教員や福祉関係者、当

事者の保護者もいる。専門的な知識や、関わる際のポイントなどを伝達するこ



- 69 - 

 

とにより、ボランティア自身の障がいの理解や、関わる当事者の理解が深まる

とのことだった。活動する場の提供や、学習内容とその講師選定における情報

提供、実際の活動を支えるボランティアスタッフの確保が行われている。 

障がいがあっても学ぶことが叶い、安心して活動を進めることができる体制

の整備が意図的に行われている。 

 

       本事例は、３つの視点のうち、①「障がい・障がい者理解の促進」③「障がい

者の生涯学習推進に向けた体制の整備」の２点がより色濃く出ている事例と言

える。 

 

以上５つの事例について取り上げてきたが、それぞれの事例に共通している

のは、障がい者本人の「学びたい」という想いや、障がい者に関わる保護者、支

援者の「学び続けてほしい」、「社会との繋がりをもったり、人と関わり合ったり

してほしい」といった願いが活動の根底にあるということである。こういった取

り組みが一般的に周知され、障がい・障がい者理解が深まることにより、共生社

会の実現といった大きな目標の達成に一歩でも近づくことが期待できる。また、

高等教育機関においては、組織的に障がい者の支援を継続したり、当事者同士の

繋がりの場・活動の場が作られたりしており、障がい者への学校開放が社会教育

の活動そのものであるだけでなく、他の生涯学習の分野においても参考となる

取り組みである。 

一方、県行政が実施した事業のアンケートの自由記述欄を見てみると、受講者

個々の学びや気づきにつながったことはうかがえるものの、中には障がい者の

生涯学習の推進や、障がい及び障がい者理解の促進などは、自分ではない誰かが

取り組むものといった、どこか他人事のような内容の記述もあった。当事者意識

を事業の中で促すことができればよかったが、そこまでは至らなかった。また、

受講者の個人の学びに終わらないよう、学んだ内容をどのように活かしていく

のかといった具体的な活用事例を示すことが、今後の課題であると考える。 

公的社会教育行政機関が本研究の中で取り上げた事例のような活動をそれぞ

れの地域で積極的に掘り起こし、なぜその活動が行われているのか、その活動や

支えている団体、関わっている人たちにはどのような願いや想いがあるのかを

知らなければならない。生涯学習が「誰でも」と謳っているのであれば尚のこと

である。 

これまで生涯学習の分野で、障がい者を対象とするに至っていなかったこと

を公的社会教育行政機関が受けとめ、関係者と協働しながら、障がい者の生涯学

習を積極的に推進していくことが、共生社会の実現への大きな力となる。 

  

４ 障がい者の生涯学習を推進するために 

 （１） ３つの視点と、活動事例から見えてきた新たな視点 

障がい者の生涯学習活動を推進していくためには、①「障がい・障がい者理解の促

進」②「関係機関、団体との連携」③「障がい者の生涯学習推進に向けた体制の整備」
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の３つの視点に立って取り組んでいくことが重要であることはこれまでも述べてきた. 

今回紹介した事例の多くに共通して言えることは、取り組みが障がい者本人やその

保護者、関係する支援者などの願いや想いから立ちあがっていたことである。それは、

保護者や支援者が、障がいのある当事者に対し、「○○ができるようになってほしい」

「△△を身につけてほしい」といった成長への期待や願いである。また、テクノロジー

の進化等による ICT 機器を活用した新しい学び（内容、方法含む）など、時代の変化

によって生まれるニーズもある。 

生涯学習の実施主体が、障がい者の理解や体制整備の他に、障がい者自身が何を学 

びたいのかといった学習者のニーズを把握すること、また、障がい者の新たな学習方

法を掘り起こすことも重要である。そこで、障がい者の生涯学習を推進していくため

の３つの視点に「学習ニーズと方法の把握」を追加し、新たに意識すべき視点とした

い。 

障がい者の学習ニーズはどのようなも    

のとして受け止めるべきなのか。そもそ   

も、意思表示が難しい重度の障がい者の 

学びのニーズをどのように拾い上げれば 

良いのか。決して生涯学習を提供する主 

体が、その想像の範囲だけで「障がい者 

に必要な学びはこうだろう」と判断して 

はいけない。私たちの心のフィルターは  

障がい者に対する固定観念や捉え方が多様で、中には偏っていることがあることは否

めない。だからこそ、障がいや障がい者についての理解の深まりはもちろん、当事者や

その支援者の「学びたい」という声を拾い上げるための関係者や部局を超えた連携が

必要であり、体制の整備という視点が必要となる。 

しかし一方で、４つの視点全てがパーフェクトに準備されなければ障がい者の学び

の機会を作ることができないのかといえば必ずしもそうではない。これら４つの視点

を片隅に意識しながら事業企画や共に活動する場を作るための第一歩を踏み出すこと

の方が重要である。そうすることで、徐々に障がいに対する個人の意識の変化や理解

の深まりが促進されていくと考える。 

もし、「共生社会の実現がされておらず、準備も整っていないから障がい者の生涯学

習は難しい」というのであれば、まさに今学びたいと思っている障がい者や、学びによ

る成長を期待している保護者や支援者などのニーズに応えることはできず、障がい者

の生涯学習推進の実現には程遠い。これはぜひ避けたいことである。 

障がい者の学びは、特にその進度や理解に個人差もあることから、自立に向けた学

校教育段階だけでは、学習指導要領の内容を十分に学びきることはできない。学校卒

業後も継続して学び続けることによる豊かな生活経験が、障がい者自身の大きな成長

につながる。 

変化が激しく予測不可能な時代において、誰もが生涯を通じ、そのライフステージ

毎に必要な学びを選択していくことが必要であり、それは障がい者にとっても同じで

ある。障がい者の生涯学習活動は、障がい者本人の学びの場や社会とつながりの場に

【障がい者の生涯学習推進に向け意識したい４つの視点】 
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とどまらず、ボランティアなどで関わった人の学びの場でもあり、共に学ぶ相互の関

係づくりが期待される。 

 

（２） 障がい者の生涯学習推進における公的社会教育の役割 

本研究の中で取り上げた障がい者の生涯学習に関する事例や、全国にある事例を見

てみると、ほとんどは個人や親の会、NPO 団体等による活動であり、公的社会教育行政

機関が事業を展開している例は多くない。 

今年度より当センターで取り組んでいる「社会教育における ICT 活用のあり方に関 

する研究」においてアンケート調査を行ったが、質問 10「ICT 機器を活用した生涯学

習講座の中で次の対象者に向けた講座を実施していますか。（複数回答可）」の問いで

は「障がい者」を対象とした ICT 機器を活用した生涯学習講座の割合は０％であった。 

 

【社会教育におけるＩＣＴ活用のあり方に関する研究」アンケート調査より】 

 

障がい者であっても、ICT 機器の活用の仕方によっては重度障がいがあってもコミュ 

ニケーション手段の１つとなり、高齢者向けの PC やスマホ講座などの内容は障がい者

にとっても学びのニーズが十分あることは容易に予想できる。 

しかしこういった内容においても障がい者は生涯学習・社会教育分野の対象から無

意識のうちに対象外とされていることがわかる。④「特に区別していない」を選択した

17%の部局は、チラシや要項に「障がいがあっても受講可能」や「何か配慮が必要な場

合は事前に相談してほしい」といった周知をしただろうか。 

そこで、公的な社会教育として関係する行政機関が、この障がい者の生涯学習をど 

のように進めていくべきかについて、２つ提案したい。 

 １つ目は、積極的に事業を企画することである。これは、今年度県教育行政機関と 

して当センターが実施した生涯学習・社会教育関係職員向けに障がい理解や、障がい 

者と共に活動して理解を深める研修会のような事業である。また、地域の障がい者の 

活動団体等と協働し、直接的に障がい者の学びのニーズを把握し、障がい者向け、も 

しくは障がい者も共に活動することができる生涯学習講座を企画することである。 

２つ目は、すでに地域の社会福祉協議会や福祉関係団体、親の会が実施している生 

涯学習活動を把握し、生涯学習・社会教育関係部局として支援することである。新た

に事業を立ち上げることについては、予算や人員等において障壁があることも考えら

れるため、直接的な事業実施以外に後方支援的な役割でもよいのである。その他にも、

障がい者の生涯学習に関する情報を発信したり、障がい者団体と公民館や地区センタ
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ー等をつなぐためのコーディネーター的な役割を担ったりすることも考えられる。そ

ういった意味では、本研究で取り上げた「知的障がいのある成人の生涯学習スクール

『ピュアフレンズ』の活動は、行政の支援及び関係団体との協働の事例であり、ぜひ

参考にしていただきたい。また、日常生活の多くの場面で介助を受けている重度障が

い者であっても、人との出会いやつながり、新たな学びによって人生が豊かになった

り、関わった周囲の人に認識の変化をもたらしたりするものである。重度障がい者で

あっても学びの継続によって成長していくことは、先に紹介した事例（重度障がにあ

る人の大学での学び）を見ても明らかである。 

障がい者の生涯学習推進は、担当部局だけで推進していくことは非常に困難であり、

部局を超えて連携・協働する必要がある。なぜなら、障がい者への支援という点だけ

で見てみても、福祉、医療、労働など様々な分野が関わっているからである。部局間

の協働は重要なポイントといえることから、令和元年度に県教育委員会事務局が実施

した庁内連携会議を紹介したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、文部科学省においては「学校卒業後における障害者の学びの支援に関する実

践研究事業」として、関係機関が連携し障がい者の生涯学習を支えるネットワークづ

くりのための「地域連携コンソーシアム」形成モデル構築も進められている。このよ

うな連携を進めていくときにコーディネーター的役割を担うことが期待できるのは、

令和元年度岩手県「障がい者の生涯を通じた学習活動」に関する庁内連携会議 

１ ねらい 

 いわて県民計画（2019～2028）・岩手県教育振興計画に基づき、障がい者の生涯を通

じた学習活動の推進に向けた関係者による協議を行い、誰もが、障がいの有無にかか

わらず、共に学び、生きる共生社会の実現に資する。  

２ 出席者 

 ・文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課  

障害者学習支援推進室 

 ・文化スポーツ部文化振興課 

 ・文化スポーツ部スポーツ振興課  

 ・保健福祉部障がい保健福祉課 

 ・教育委員会事務局学校教育課（※現在は学校教育室に名称変更） 

        保健体育科 

        生涯学習文化財課 

 ・県立生涯学習推進センター 

３ 協議内容 

 (1)障害者の生涯を通じた多様な学習活動の充実について（文部科学省） 

 (2)令和元年度の取組（実績）について（生涯学習文化財課） 

 (3)令和２年度の取組の方向性について（生涯学習文化財課） 

 (4)関係各課担当から 

 (5)その他 
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市町村教育委員会及び生涯学習・社会教育担当部局の「障害者学習支援担当」や社会

教育主事、さらには、各教育事務所の社会教育主事である。 

しかし、各市町村の「障害者学習支援担当」は決められているものの、担当者の具体

的な役割は不明確である。そこで担当者には、市町村でも他部局と連携しながら障が

い者の生涯学習を推進していくために、以下のような役割を提案したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

障がい者の生涯学習の推進は、個別的な生涯学習ニーズの把握や合理的配慮の提

供、ボランティアの募集や施設設備の改修などが必要で、合理性や費用対効果の追

求といった現在の行政機関が置かれている状況から見ると、極めて困難な取り組み

と言えるかもしれない。 

しかし、これまで埋もれてきた障がい者の生涯を通じた学びの機会の創出に向け、

その意義と目的を公的社会教育行政関係者が自覚し、国際的動向や国の施策を県や

各市町村が捉え直し、具体的な動きにつなげていくことが強く期待されていること

•各市町村の福祉部局、文化スポーツ関係部局及び生涯学習関係
部局が障がい者の学びに関する情報を持ち寄り、障がい者の生涯
学習推進について、障がい者の学びの場づくりや、障がい者理解
等について情報を共有する（管内を主管している教育事務所社会
教育主事も参加できると良い）。

庁内連携会議の実施

•各地域の福祉関係団体やNPO法人、障がい児・者の親の会等と情
報交換し、障がい者の学びのニーズや、現在行っている生涯学習
活動の把握を行う。また、得た情報を基に、行政としての支援や、
生涯学習関係団体への繋ぎについて検討する。

福祉関係団体との

情報交換

•生涯学習・社会教育関係職員等に向けた、障がいや障がい者
理解に関する研修会を福祉関係部局と共に企画・実施する。

研修会の実施

•福祉関係団体に向け、「障害者学習支援担当」が設置されている
ことやその役割等について周知する。相談や問い合わせがあった
際は、連携会議の担当等と情報を共有しながら可能な限り対応す
る。（管内を主管する教育事務所社会教育主事や県立生涯学習推
進センターからの情報提供も活用）

情報発信

【各市町村「障害者学習支援担当」の役割】（案） 

１ 庁内連携会議の実施 

２ 福祉関係団体との情報交換（障がい者の学習ニーズの把握や繋がりづくり） 

３ 障がい・障害者理解等に資する研修会の実施 

４ 障がい者の学びに関する情報発信と、「障害者学習支援担当」の周知 

【各市町村「障害者学習支援担当」における役割の詳細図】(案) 
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も事実である。 

（３） 学校教育段階における社会とのつながりづくり 

   平成 31 年２月に公示された特別支援学校高等部学習指導要領には、学校教育段階

から将来を見据えた教育活動の充実について、「学校段階から生涯学習への意欲の向上

を図り、特別支援学校と卒業後の学びの継続・連携を図ることが重要である」と記載

されている。さらに、文部科学省障害者学習支援推進室においても、リーフレット「わ

かりやすい版 だれでもいつでも学べる社会へ～障害のある・なしに関係なく共に学べ

る生涯学習について～」（令和２年６月「障害者の生涯学習啓発資料」）に関する周知

文書を発出している。そこでは、障がい者の生涯学習を推進するうえで、学校教育段

階から社会との繋がりを意識し、生涯を通じて学び続けていく意義や必要性を理解し

たうえで社会への移行を進めていくことが重要であると説明されている。 

特別支援学校の教育活動を見ると、学習指導要領に沿った学習内容として、体験的

な活動と絡めた学習機会が多く作られている。これは、単純に机上の学習での学びよ

りも、実体験を通した学びのほうが一層学びは深まるからである。こういった体験的

な学びの場として考えられるのは、地域とのつながりの中で行われる活動（あくまで

も教育課程の範囲内で）である。地域資源を活用し、住民との交流を図ることにより、

地域にとっては障がい者理解の促進につながり、学校にとっては、地域との連携協働

による体験的な活動を増やすことにつながる。 

    今、コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）が推進されている段階におい

て、多様な地域住民からの協力を得ることによって、子どもたちの学習機会、体験活

動を広げる有効な取り組みが期待される状況にある。 

   学校教育での学びを、地域とのつながりの中で発揮できる場があれば、在学期間中

から、学びと、学びを活かした活動の循環を体験することが可能となる。そのために

も、特別支援教育に関わる教職員も、生涯学習に関する施策や取り組みについて知る

ことが重要であり、子どもたちが学校卒業後、社会の一員として地域活動に参加する

といった意識の醸成にも取り組むべきである。 

残念ながら、２年間の本研究においては、特別支援学校におけるコミュニティ・スク

ール（学校運営協議会制度）等を活用し、学校教育段階から生涯学習意欲を高めること

に取り組んでいる事例等に目を向けることはできなかった。今後、特別支援学校にお

いても学校運営協議会の設置が進み、学校と地域が協働して子どもたちを育てていく

ことの重要性が増すことを考えれば、先進事例から学んだり、本県において具体的な

実践に取り組んだりすることが、今後の課題として残されている。 

 

    以上、本研究をとおして、障がい者の生涯学習推進について、その「あり方」を探

ってきた。これまで、「いつでも、どこでも、誰でも学べる生涯学習社会」といわれて

きたが、「誰でも」の中にどの程度障がい者が意識されていたのか。共生社会の実現が

期待されており、そのための学びの具体化や学びの場づくりは、まさに生涯学習の役

割のはずである。今後、障がい者の生涯学習活動の機会を増やしたり、今ある活動を

充実させたりしていくためには、学習者のニーズを丁寧に聞き取って把握することや、

障がいや障がい者理解についての基礎知識や実際に関わっての理解を深めることが重
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要である。これまでの生涯学習・社会教育の分野において取り組まれてきたどの内容

よりも丁寧に、時間をかけ実現されていくことが必要であると私は考える。施策や理

念の整備に甘んじることなく、その具体化こそが課題なのである。 

    私たち一人一人の学びは、障がいのあるなしにかかわらず多様であり「人生 100 年

時代」といわれる現代においては、生涯を通じてそのライフステージに合わせ、学び

方や内容が変化している。また、「人生 100 年時代」というものの、障がいの状態によ

っては、命の危険が常にあるような方もいる。よって、障がい者の生涯学習のあり方

といっても、障がい種によって、また、そのライフステージに応じ、学びたい人の数

だけ学びのあり方があるはずである。「障がい者の学びはこうあるべき」といった枠組

にとらわれることなく、本人や保護者、支援者の願いやニーズを掘り起こし、拾い上

げ、実践（取り組み）を積み重ねていく必要がある。 

「共に学び生きる」ということが、簡単でないことはこれまでの歴史が物語ってい

るが、それでも障がい者を取り巻く諸施策の改善や社会の意識変革は確実に進んでい

る。共に学ぶ機会が増えることにより、「自分とは異なる条件を持つ多様な他者とのコ

ミュニケーションを通ることや、全ての人が抱える困難や痛みを想像し共感する力を

養う」こと（ユニバーサルデザイン行動計画 2020）に繋がる。 

今後、障がい者の生涯学習推進に向けた取り組みが「青少年及び成人に対して行わ

れる組織的な教育活動」（社会教育法第一章第二条）として、社会教育行政において、

障がい者も対象とした積極的な生涯学習講座の実施や関係機関と連携した具体的な活

動へ繋げることに、また本県において、障がい者と共に学び生きる共生社会の実現に

向けた理解や行動を、一層進めていくために、本研究を活用していただければ幸いで

ある。 

 

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現状を探るために、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。 

 

(3) 障がい者の生涯学習推進に求められる（必要な）３つの視点を析出することがで 

きた。 

 

(4) 高等教育機関での合理的配慮の提供や障がい者理解促進のための行政の取り組み、

そして、地域における学びの機会の確保など、多様な事例調査を通して、障がい者の

生涯学習推進のための視点がどのように活かされているかを明らかにすることがで

きた。 
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(5)  多様な事例と分析を通して、（３）の３つの視点に加えて、新たな４つ目の視点を

見い出すことができた。 

 

２ 今後の課題 

(1) ２年間の研究の中で明らかにした障がい者の生涯学習推進に求められる４つの視 

点の重み付けや相互の関係性に踏み込んだ考察にまで至らなかった。 

(2) 障がい者の生涯学習を推進するためには、学校教育段階からの取り組みが必要で

あるが、学校教育が抱える課題に迫ることができなかった。 

     また、特別支援学校にも設置されるコミュニティスクール活動が障がい者の生涯

学習の推進に果たしていくであろう可能性について触れることができなかった。今

後の活動の広がりや展開に注視していきたい。 
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【巻末資料Ⅰ：「アンケート調査依頼】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【調査目的】

【調査対象】

　岩手県内各市町村の教育委員会及び生涯学習担当部局

【調査期間】

　令和２年８月１日　現在

【報告期限】

【記入の際の留意点】

【調査結果】

【問い合わせ先】

　　本調査の結果は、岩手県立生涯学習推進センターで集計・分析し、令和２年度末に
　発行予定の調査研究報告書の一部に盛り込まれる予定です。

岩手県立生涯学習推進センター
〒025-0301　岩手県花巻市北湯口2-82-13
生涯学習部　社会教育主事　阿部　貴弘
　TEL 0198-27-4555　FAX 0198-27-4564
E-mail:abe-takahiro@pref.iwate.jp

         :abe-takahiro@pref.iwate.lg.jp

令和２年度「障がい者の生涯学習推進のあり方に関する研究」に係わる調査

　令和２年９月15日（火）までに御回答願います。

　　設問には、「すべてに○」・「3つに○」・「２つに○」・「自由記述」で回答し
　ていただくものがありますので、注意して回答してください。

　　各設問の回答は、グレーの回答欄に記入ください。

　障がいのある方々が学校卒業後も生涯を通じて教育や文化、スポーツなどの様々な機会
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」が強く押し進められてきています。このような中、本県の
「いわて県民計画」(2019～2028)において「いつでも、どこでも、だれでも」生涯にわ
たって学び続けられる場づくりや、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ます。
　本調査は、県内各市町村教育委員会及び生涯学習担当部局における障がい者向け及び障
がい者も参加可能な事業・講座の有無や社会教育施設における障がいのある方への配慮状
況、他部局との連携・協働等について把握し、本県における障がい者の生涯学習推進とそ
のあり方について探ることを目的に実施するものです。何卒ご協力下さいますようお願い
申し上げます。なお、市町村名等が公表されることは一切ありません。
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【巻末資料Ⅰ：「アンケート調査用紙」（教育委員会用）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　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

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 （２）へ
ない
わからない

（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

連 絡 先電 話 番号

市　　町　　村　　名

所　　　　　　　　　属

メ ー ル ア ド レ ス

問３へ

【　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
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　】

（２）へ



- 81 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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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【巻末資料Ⅰ：「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

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 （２）へ
ない
わからない

（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

問３へ

連 絡 先電 話 番号

メ ー ル ア ド レ ス

【　続いて問３へお進みください　】

市　　町　　村　　名

所　　　　　　　　　属

職　　　・　　氏　　名
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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 （２）へ
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
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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【巻末資料Ⅱ：「人づくり・地域づくり関係職員等研修講座」各種資料】 

 

令和３年度 人づくり・地域づくり関係職員等研修講座（中部地区） 実施要項 

～「誰もが」共に学び、生きるための「障がい」理解～ 

１  目 的 

障がいのあるなしに関わらず、生涯にわたって学  

び続けるために、障がいについての理解を促進する 

ことや、障がい者の多様な学びの事例について知る。 

障がい者の生涯学習を推進するための課題等に 

ついて意見を交流し、参加者同士のつながり作りの  

機会とする。 

２ 主 催 

岩手県教育委員会 

３ 主 管 

岩手県立生涯学習推進センター 

４ 対 象 

（１）市町の生涯学習・社会教育担当職員 

（公民館・地区センター、図書館、博物館等職員を含む） 

（２）地域づくり団体・ＮＰＯ法人等関係職員  

（３）市町首長部局の地域づくり関係職員（地域おこし協力隊含む） 

５ 定 員 

20名  ※定員を超えた場合は抽選する場合があります。 

           抽選に外れた場合のみ、６月 28日（月）までに連絡をいたします。 

６ 期 日  

令和３年７月２日（金） 

７ 会 場 

岩手県立生涯学習推進センター 

 〒025-0301 花巻市北湯口 2-82-13  TEL 0198-27-4555  FAX 0198-27-4564 

８ 日程及び内容 

時 間 講 座 内 容 講 師・指 導 者 等 

13:00 

｜ 

13:05 

【開会行事】  

        （受付12:30～） 
 

13:10 

｜ 

14:20 

【講義】 

「『誰もが』共に学び続けるための 

『障がい』理解」 

～知的障がい者への支援事例から学ぶ～ 

ちてきしょうがい 

 

 

花巻市健康福祉部障がい福祉課  

基幹相談支援センター 

     上席主査 佐藤 峰子 氏 
 

社会福祉法人光林会 

地域生活支援センターしおん  

相談支援係長 横澤 亜弓 氏 

 

14:20 

｜ 

15:30 

【演習】 

「ボッチャ体験」 

 

  

 

 

県スポーツ振興課 

主査スポーツ振興専門員  

菊 池 大 輔 氏 
 

15:30 

｜ 

16:10 

【意見・感想交流】 

「『誰もが』共に学ぶ場づくりに向けて」 

 

 

 

岩手県立生涯学習推進センター 
 

16:10 【閉  会】  

区分 主に職員対象 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・有志指導者対象 要請研修 

内
容
・
領
域
等 

事業プログラム 新任研修 安全防災 

人づくり・地域づくり 対人ｽｷﾙ 読書活動 

家庭教育・子育て支援 広報ｽｷﾙ 放課後対策 

学校と地域の連携・協働 事業評価 その他 

障がい者が生涯学習活動に参加するために必要な知

識や対応方法等を学びます。 

障がいがあるなしにかかわらず取り組める「ボッチ

ャ」を通して、ルールの理解や共に取り組む際のポイ

ント等を学びます。 

講義、演習を通して感じたことや、誰もが共に学ぶ場

づくりに向けて考えていること等を共有します。 
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【講義・支援事例発表】 

「『誰もが』共に学び続けるための障がい理解」 
～知的障がい者への支援事例から学ぶ～ 

 
【講 師】 

        花巻市健康福祉部障がい福祉課 基幹相談支援センター     

上席主査       佐藤 峰子  氏 
    

社会福祉法人光林会  地域生活支援センターしおん    

相談支援係長  横澤 亜弓  氏 
     

７/２(金) 

■会場：県立生涯学習推進センター  
〒025-0301 花巻市北湯口2-82-13 

■対象：県・市町の生涯学習関係職員 
人づくり・地域づくり関係職員、NPO法人 

■定員：20名 
■お問い合わせ：県立生涯学習推進センター 

0198-27-4555  📠0198-27-4564 

※詳細は、実施要項をご覧下さい。 

tp://www2.pref.iwate.jp/~hp1595/ 

【演習】ボッチャ体験 

【講師】県文化スポーツ部スポーツ振興課 

      主査スポーツ振興専門員  菊池 大輔 氏 

※定員の変更、災害、悪天候等の場合は「まなびネット

いわて」新着情内にお知らせいたします。 

令和３年度 人づくり・地域づくり関係職員等研修講座（中部地区） 

～「誰もが」共に学び、生きるための「障がい」理解～

「障がいがあっても学び続けたい！」 
障がい当事者の声やニーズに応えるために、また共生社会の実現に向けて、基本的な障がいの理解を支

援事例から学びます。また、ボッチャ体験を通して共に活動するために必要な視点や場づくりの工夫につい

て学びます。 

【ホームページはこちら↓】 
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令和３年度 人づくり・地域づくり関係職員等研修講座（宮古地区） 実施要項 

～「誰もが」共に学び、生きるための「障がい」理解～ 

１  目 的 

障がいのあるなしに関わらず、生涯にわたって学  

び続けるために、障がいについての理解を促進する 

ことや、障がい者の多様な学びの事例について知る。 

障がい者の生涯学習を推進するための課題等に 

ついて意見を交流し、参加者同士のつながり作りの  

機会とする。 

２ 主 催 

岩手県教育委員会 

３ 共 催 

  宮古圏域障がい者自立支援協議会 

３ 主 管 

岩手県立生涯学習推進センター 

４ 対 象 

（１）市町村の生涯学習・社会教育担当職員 

（公民館・地区センター、図書館、博物館等職員を含む） 

（２）地域づくり団体・ＮＰＯ法人等関係職員  

（３）市町村首長部局の地域づくり関係職員（地域おこし協力隊含む） 

５ 定 員 

20名 ※定員を超えた場合は抽選する場合があります。抽選に外れた場合のみ、７月 20日（火）ま  

でにご連絡いたします 

６ 期 日  

令和３年７月27日（火） 

７ 会 場 

宮古市地域創生センター＜うみマチひろば＞ 大会議室及び格技場 

 〒027-0028 宮古市神林３番１号  TEL 0193-65-7133  FAX 0193-65-7134 

８ 日程及び内容 

時 間 講 座 内 容 講 師・指 導 者 等 

13:00 

｜ 

13:05 

【開会行事】  

        （受付12:30～） 
 

13:10 

｜ 

14:20 

【演習】 

「ボッチャ交流」 

 

 

 

 

 

県スポーツ振興課 

主査スポーツ振興専門員 

 菊 池 大 輔 氏 

14:20 

｜ 

16:10 

【講義・交流】 

「誰もが共に学び生きるための合理的配慮」 

  

 

 宮古圏域障がい者福祉推進ネット  

 相談支援専門員 粟津  優 氏 

16:10 【閉  会】  

 

区分 主に職員対象 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・有志指導者対象 要請研修 

内
容
・
領
域
等 

事業プログラム 新任研修 安全防災 

人づくり・地域づくり 対人ｽｷﾙ 読書活動 

家庭教育・子育て支援 広報ｽｷﾙ 放課後対策 

学校と地域の連携・協働 事業評価 その他 

「合理的配慮」とはどのようなことか。誰もが共に学

ぶために必要な配慮やバリアフリー、支援等につい

て、事例を基に学びます。 

また、ボッチャで交流を共にした障がい者の方々から

普段の生活や仕事の様子を聞いたり、交流してみた感

想などを共有したりして、互いの理解を深めます。 

障がい者の方々と共に「ボッチャ」で交流します。基

本的なルールや共に活動する際に意識する点などを

学びます。 
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令和３年度 人づくり・地域づくり関係職員等研修講座（宮古地区）

～「誰もが」共に生きるための「障がい」理解」～

「障がいがあっても一緒に学び続けたい！」

「地域で共に暮らしたい」

障がい当事者の声やニーズに応えるため、社会教育、生涯学習分野においては、学校卒業後も共

に学び続けることができる「場」づくりを進めていくことが必要です。地域においては、障がいのある

なしにかかわらず共に生きる共生社会の実現が期待されています。

13:10～

演習「ボッチャ交流」障がい者の方々と共に交流します。
講師：県スポーツ振興課

主査スポーツ振興専門員菊池 大輔 氏

14:20～

講義：交流「誰もが共に学び生きるための合理的配慮 」
講師：宮古圏域障がい者福祉推進ネット

相談支援専門員粟 津 優 氏

期日：７月27日（火）13:00～16:10（受付12:30～）

会場： 宮古市地域創生センター＜うみマチひろば＞

〒027-0028 宮古市神林３番１号 TEL 0193-65-7133 

主 催：岩手県教育委員会

共 催：宮古圏域障がい者自立支援協議会

主 管：岩手県立生涯学習推進センター

対象者：各市町村生涯学習・社会教育関係職員

（公民館・地区センター、図書館、博物館等職員含）

地域づくり団体・NPO法人関係

各市町村の地域づくり関係部局職員

※最新情報は、当センターホームページ、Facebook、Twitterで発信中！

【問い合わせ先】

岩手県立生涯学習推進センター 担当：阿部

TEL:0198-27-4555(内線211)

Mail:abe-takahiro@pref.iwate.jp
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令和３年度 人づくり・地域づくり関係職員等研修講座（盛岡地区） 実施要項 

～「誰もが」共に学び、生きるための「障がい」理解～ 

１  目 的 

障がいのあるなしに関わらず、生涯にわたって学び続け

るために、障がいについての理解を促進することや、障が

い者の多様な学びの事例について知る。 

障がい者の生涯学習を推進するための課題等について意 

見を交流し、参加者同士のつながり作りの機会とする。 

２ 主 催 

岩手県教育委員会 

３ 主 管 

岩手県立生涯学習推進センター 

４ 対 象 

(1) 市町の生涯学習・社会教育関係職員（公民館・地区センター、図書館、博物館等職員を含む） 

(2) 人づくり・地域づくりに関わる他部局の職員  

(3) ＮＰＯ法人・地域づくり関係職員  

５ 定 員 

20名 

６ 期 日 

令和３年８月20日（金） 

７ 会 場 

    雫石町役場 大会議室 

  〒020-0595  雫石町千刈田 5番地1  TEL 019-692-2111(代表)  

８ 日程及び内容 

時 間 講 座 内 容 講 師・指 導 者 等 

13:00 

 ｜ 

13:05 

【開会行事】  

        （受付12:30～） 
 

13:10 

｜ 

14:10 

【講義】 

「誰もが共に学び、生きるための 

           障がい理解」 

 

 

県保健福祉部 

 障がい保健福祉課  

  主査 髙橋 由美子 氏 
  

14:10 

  ｜ 

15:20 

【演習】 

「ボッチャ体験」 

 

 

 

 

 

県文化スポーツ部スポーツ振興課 

 主査スポーツ振興専門員  

  菊池 大輔 氏 

 

15:20 【閉  会】  

 

 

 

 

 

 

区分 主に職員対象 主に指導者・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ対象 要請研修 

内
容
・
領
域
等 

事業プログラム 新任研修 安全防災 

人づくり・地域づくり 対人ｽｷﾙ 読書活動 

家庭教育・子育て支援 広報ｽｷﾙ 放課後対策 

学校と地域の連携・協働 事業評価 その他 

ボッチャの基本的なルールや、障がい者と共に

活動する際に意識する点などを学びます。 

「障がい」について、その特性と対応方法の基

本を学びます。また、本県「共生き条例」につ

いても、合理的配慮を中心に理解を深めます。 
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令和３年度 人づくり・地域づくり関係職員等研修講座（盛岡地区）

～「誰もが」共に学び生きるための『障がい』理解」～

「障がいがあっても一緒に学び続けたい！」

「地域で共に暮らしたい」

障がい当事者の声やニーズに応えるため、社会教育、生涯学習分野においては、学校卒業後も共に学

び続けることができる「場」づくりを進めていくことが必要です。地域においては、障がいのあるなしにか

かわらず共に生きる共生社会の実現が期待されています。そのためには、「理解」をすること、「知る」こ

とが重要です。

13:10～

講義「誰もが共に学び生きるための障がい理解 」

講師：県保健福祉部

障がい保健福祉課 主査 髙橋 由美子 氏

14:20～

演習「ボッチャ体験」

講師：県スポーツ振興課

主査スポーツ振興専門員 菊池 大輔 氏

「障がい」について、その特性と対応方法の基本を学びます。また、

本県「共生き条例」についても、合理的配慮を中心に学びます

期 日：８月２０日（金）13:00～15:20（受付12:30～） ※定員20名

会 場：雫石町役場 大会議室 〒020-0605 岩手郡雫石町千刈田5番地1

主 催：岩手県教育委員会

主 管：岩手県立生涯学習推進センター

対象者：各市町生涯学習・社会教育関係職員

（公民館・地区センター、図書館、博物館等職員含）

地域づくり団体・NPO法人関係

各市町の地域づくり関係部局職員

※最新情報は、当センターホームページ、Facebook、Twitterで発信中！

【問い合わせ先】

岩手県立生涯学習推進センター 担当：阿部

TEL:0198-27-4555(内線211)

Mail:abe-takahiro@pref.iwate.jp
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令和３年度 人づくり・地域づくり関係職員等研修講座（県南会場） 実施要項 

～「誰もが」共に学び、生きるための「障がい」理解～ 

１  目 的 

障がいのあるなしに関わらず、生涯にわたって学び続

けるために、障がいについての理解を促進することや、

障がい者の多様な学びの事例について知る。 

障がい者の生涯学習を推進するための課題等について  

意見を交流し、参加者同士のつながり作りの機会とす

る。 

２ 主 催 

岩手県教育委員会 

３ 主 管 

岩手県立生涯学習推進センター 

４ 対 象 

(1) 市町の生涯学習・社会教育担当職員（公民館・地区センター、図書館、博物館等職員を含む） 

（2）人づくり・地域づくりに関わる他部局の職員  

(3) ＮＰＯ法人・地域づくり関係職員  

５ 定 員   20名 

６ 期 日   令和３年10月８日（金） 

７ 会 場 

一関地区合同庁舎 大会議室 ※会場定員80名の大きな会場で、充分にソーシャルディスタンスを 

               確保することが可能です。 

  〒021-8503  一関市竹山町 7-5 TEL  0191-26-1411   

８ 日程及び内容 

時 間 講 座 内 容 講 師・指 導 者 等 

13:00 

｜ 

13:05 

【開会行事】  

        （受付12:30～） 
 

13:10 

｜ 

14:20 

【講義】 

「誰もが」共に学び続けるための 

「障がい」理解」 

 

 

 

社会福祉法人一関市社会福祉協議会 

一関障害者生活支援プラザ 

 相談支援専門員 小野寺 伸 氏 

 

社会福祉法人 仁愛会 

仁愛会障がい者相談支援事業所 

主任相談支援専門員 佐々木 一貴 氏 

 

14:20 

｜ 

15:30 

【事例発表】 

「障がい者の生涯学習活動支援事例」 

～アート活動を通じた障がい者の学びとつながり～ 

 

NPO法人アートで明るぐ生ぎるかわさき 

地域活動支援センター  

  工房てんとう虫 
   所長兼指導員 木村 静恵 氏 

15:30 

｜ 

16:10 

【意見・感想交流】 

『「誰もが」共に学ぶ場づくりに向けて』 

 

岩手県立生涯学習推進センター 

社会教育主事 

※グループでの演習ではなく、感染対策のため

個々に取り組んでいただきます。 

16:10 【閉  会】  

 

区分 主に職員対象 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・有志指導者対象 要請研修 

内
容
・
領
域
等 

事業プログラム 新任研修 安全防災 

人づくり・地域づくり 対人ｽｷﾙ 読書活動 

家庭教育・子育て支援 広報ｽｷﾙ 放課後対策 

学校と地域の連携・協働 事業評価 その他 

「障がい」について、障がいの種類や特性、対応方

法の基本を学びます。また、地域の障がい者の状況

について知る機会とします。 

多様な人達の活動場として、障がい者の市民アート

交流事業を展開する「工房てんとう虫」の活動事例

から、障がい者の生涯学習活動について考えます。 

講義、演習での内容を基に、誰もが共に学ぶ場づく

りについて受講者の皆さんと共に考えます。 
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令和３年度 人づくり・地域づくり関係職員等研修講座（県南地区）

～「誰もが」共に学び生きるための『障がい』理解」～

期 日：１０月８日（金）13:00～16:10（受付12:30～） ※定員20名

会 場： 一関地区合同庁舎 大会議室（〒021-8503 岩手県一関市竹山町7-5）

主 催：岩手県教育委員会
主 管：岩手県立生涯学習推進センター

対 象 者：各市町生涯学習・社会教育関係職員

（公民館・地区センター、図書館、博物館等職員含）

地域づくり団体・NPO法人関係

各市町の地域づくり関係部局職員

※最新情報は、当センターホームページ、Facebook、Twitterで発信中！

【問い合わせ先】
岩手県立生涯学習推進センター 担当：阿部

TEL:0198-27-4555(内線211)

Mail:abe-takahiro@pref.iwate.jp

14:20～

事例発表「障がい者の生涯学習支援活動事例」

～アート活動を通じた障がい者の学びとつながり～

【講師】

NPO法人明るぐ生ぎるかわさき

地域活動支援センター工房てんとう虫 所長兼指導員 木村 静恵 氏

13:10～

講義「誰もが共に学び生きるための『障がい』理解 」

【講師】

・一関市障害者生活支援プラザ基幹相談支援センター

相談支援専門員小野寺 伸 氏

・社会福祉法人仁愛会 仁愛会障がい者相談支援事業所

主任相談支援専門員佐々木 一貴 氏

15:30～

感想交流 「『誰もが』共に学ぶ場づくりに向けて」

岩手県立生涯学習推進センター 社会教育主事

講義、演習を通して感じたことや、誰もが共に学ぶ場づくりに向けて考えていること等を共有

します。なお、グループワークではなく、個人毎に取り組んでいただく内容とします。

「障がいがあっても一緒に学び続けたい！」

障がい当事者の声やニーズに応えるため、社会教

育、生涯学習分野においては、学校卒業後も共に

学び続けることができる「場」づくりを進めていくこ

とが必要です。地域においては、障がいのあるなし

にかかわらず共に生きる共生社会の実現が期待さ

れています。そのためには、「理解」をすること、「知

る」ことが重要です。
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令和３年度 人づくり・地域づくり関係職員等研修講座（県北会場） 実施要項 

～「誰もが」共に学び、生きるための「障がい」理解～ 

１  目 的 

障がいのあるなしに関わらず、生涯にわたって学び続

けるために、障がいについての理解を促進することや、

障がい者の多様な学びの事例について知る。 

障がい者の生涯学習を推進するための課題等について  

意見を交流し、参加者同士のつながり作りの機会とす

る。 

２ 主 催 

岩手県教育委員会 

３ 主 管 

岩手県立生涯学習推進センター 

４ 対 象 

(1) 市町村の生涯学習・社会教育担当職員（公民館・地区センター、図書館、博物館等職員を含む） 

（2）人づくり・地域づくりに関わる他部局の職員  

(3) ＮＰＯ法人・地域づくり関係職員  

５ 定 員   20名 

６ 期 日   令和３年11月12日（金） 

７ 会 場 

久慈地区合同庁舎  

    〒028-8042  久慈市八日町 1丁目1   

８ 日程及び内容 

時 間 講 座 内 容 講 師・指 導 者 等 

13:00 

｜ 

13:05 

【開会行事】  

        （受付12:30～） 
 

13:10 

｜ 

14:20 

【講義】 

「誰もが」共に学び続けるための 

「障がい」理解」 

 

 

 

岩手県立久慈拓陽支援学校 

  教諭兼指導主事 梅野 佳和 氏 

14:20 

｜ 

16:00 

【事例発表・演習】 

「障がい者の生涯学習活動支援事例」 

～卓球バレーをとおした共に活動する場づくり～ 

 
久慈地域卓球バレー協会 

 会 長 新里 周一 氏  

 副会長 類家  勉 氏 

16:00 【閉  会】  

 

 

 

区分 主に職員対象 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・有志指導者対象 要請研修 

内
容
・
領
域
等 

事業プログラム 新任研修 安全防災 

人づくり・地域づくり 対人ｽｷﾙ 読書活動 

家庭教育・子育て支援 広報ｽｷﾙ 放課後対策 

学校と地域の連携・協働 事業評価 その他 

「障がい」について、障がいの種類や特性、対応方

法の基本を学びます。また、特別支援教育の視点か

ら、地域への移行や卒業後の生活の課題等について

知る機会とします。 

令和２年度「障害者の生涯学習支援活動」に係る文

部科学大臣表彰を受賞した久慈市卓球バレー協会

の取り組みの紹介と、実際に卓球バレーの体験をと

おして、多様な方々との活動づくりについて考えま

す。 
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令和３年度 人づくり・地域づくり関係職員等研修講座（県北地区）

～「誰もが」共に学び生きるための『障がい』理解」～

期 日：11月12日（金）13:00～16:00（受付12:30～） ※定員20名

会 場：久慈地区合同庁舎（〒028-0064  久慈市八日町1丁目1）

主 催：岩手県教育委員会

主 管：岩手県立生涯学習推進センター

対象者：各市町村生涯学習・社会教育関係職員

（公民館・地区センター、図書館、博物館等職員含）

地域づくり団体・NPO法人関係

各市町村の地域づくり関係部局職員

※最新情報は、当センターホームページ、Facebook、Twitterで発信中！

【問い合わせ先】

岩手県立生涯学習推進センター 担当：阿部

TEL:0198-27-4555(内線211)

Mail:abe-takahiro@pref.iwate.jp

14:20～

事例及び演習「障がい者の生涯学習支援活動事例」

～卓球バレーをとおした共に活動する場づくり～

【講師】

久慈地域卓球バレー協会

会 長 新 里 周 一 氏

副会長 類 家 勉 氏

13:10～

講義「誰もが共に学び生きるための『障がい』理解 」

【講師】

岩手県立久慈拓陽支援学校

教諭兼指導主事 梅 野 佳 和 氏

「障がいがあっても一緒に学び続けたい！」

「地域で共に暮らしたい」

障がい当事者の声やニーズに応えるため、社会教育、生涯学習分野においては、学校卒業後も共に学び続け

ることができる「場」づくりを進めていくことが必要です。地域においては、障がいのあるなしにかかわらず共に

生きる共生社会の実現が期待されています。そのためには、「理解」をすること、「知る」ことが重要です。
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令和３年度 人づくり・地域づくり関係職員等研修講座（沿岸南部地区） 実施要項 

～「誰もが」共に学び、生きるための「障がい」理解～ 

１  目 的 

障がいのあるなしに関わらず、生涯にわたって学  

び続けるために、障がいについての理解を促進する 

ことや、障がい者の多様な学びの事例について知る。 

障がい者の生涯学習を推進するための課題等に 

ついて意見を交流し、参加者同士のつながり作りの  

機会とする。 

 

２ 主 催 

岩手県教育委員会 

３ 主 管 

岩手県立生涯学習推進センター 

４ 対 象 

（１）市町の生涯学習・社会教育担当職員 

  （公民館・地区センター、図書館、博物館等職員を含む） 

（２）地域づくり団体・ＮＰＯ法人等関係職員  

（３）市町首長部局の地域づくり関係職員（地域おこし協力隊含む） 

５ 定 員 

20名  ※定員を超えた場合は抽選する場合があります。 

            

６ 期 日 

令和３年11月30日（火） 

７ 会 場 

大船渡市三陸公民館 

 〒022-0101 大船渡氏三陸町越喜来字前田 36-1  TEL 0192-44-2510 

８ 日程及び内容 

時 間 講 座 内 容 講 師・指 導 者 等 

13:00 

｜ 

13:05 

【開会行事】  

        （受付12:30～） 
 

13:10 

｜ 

14:30 

【演習】 

「ボッチャ交流」 

 

  

 

 

県スポーツ振興課 

主査スポーツ振興専門員  

菊 池 大 輔 氏 
 

14:30 

｜ 

15:30 

【講義】 

「『誰もが』共に学び続けるための 

『障がい』理解」 

 

 

 

社会福祉法人大洋会 

障がい者・児童相談支援センター 

地域活動支援センター星雲 相談室 

 相談支援専門員 菅野 大 氏 

15:30 

｜ 

16:10 

【意見・感想交流】 

「『誰もが』共に学ぶ場づくりに向けて」 

 

 

 

進行：岩手県立生涯学習推進センター 

   社会教育主事 

助言：地域活動支援センター星雲相談室    

    相談支援専門員 菅野 大 氏 

16:10 【閉  会】  

 

区分 主に職員対象 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・有志指導者対象 要請研修 

内
容
・
領
域
等 

事業プログラム 新任研修 安全防災 

人づくり・地域づくり 対人ｽｷﾙ 読書活動 

家庭教育・子育て支援 広報ｽｷﾙ 放課後対策 

学校と地域の連携・協働 事業評価 その他 

講義、演習を通して感じたことや、誰もが共に学ぶ場

づくりに向けて考えていること等を共有します。 

障がい者の基本的な特性や地域生活の様子について

理解を深めます。 

障がい者の方々と共に「ボッチャ」で交流します。交

流を通して、ボッチャの基本的なルールや共に活動す

る際に意識する点などを学びます。また、障がいのあ

る方の理解を深めます。 
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令和３年度 人づくり・地域づくり関係職員等研修講座（沿岸南部地区）

～「誰もが」共に学び、生きるための「障がい」理解～

「障がいがあっても一緒に学び続けたい！」

「地域で共に暮らしたい」

障がい当事者の声やニーズに応えるため、社会教育、生涯学習分野においては、学校卒業後も共

に学び続けることができる「場」づくりを進めていくことが必要です。地域においては、障がいのある

なしにかかわらず共に生きる共生社会の実現が期待されています。

13:10～14:30

【演習】「ボッチャ交流」障がい者の方々と共に交流します！
講師：県スポーツ振興課

主査スポーツ振興専門員菊池 大輔 氏

14:30～15:30

【講義】「『誰もが』共に学び続けるための『障がい』理解 」
講師：社会福祉法人大洋会 障がい者・児童相談支援センター

地域活動支援センター星雲 相談室 相談支援専門員菅野 大 氏

15:30～16:10

【意見・感想交流】「『誰もが』共に学ぶ場づくりに向けて」

進行： 岩手県立生涯学習推進センター 社会教育主事

助言： 地域活動支援センター星雲 相談室 相談支援専門員 菅野 大 氏

期日：11月30日（火）13:00～16:10（受付12:30～）

会場： 大船渡市三陸公民館

〒022-0101 大船渡市三陸町越喜来字前田36-1

主 催：岩手県教育委員会

主 管：岩手県立生涯学習推進センター

対象者：各市町村生涯学習・社会教育関係職員

（公民館・地区センター、図書館、博物館等職員含）

地域づくり団体・NPO法人関係

各市町村の地域づくり関係部局職員

※最新情報は、当センターホームページ、Facebook、Twitterで発信中！

【問い合わせ先】

岩手県立生涯学習推進センター 担当：阿部

TEL:0198-27-4555(内線211)

Mail:abe-takahiro@pref.iwate.jp
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