
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 編 



ボランティアに関する答申等  

 

今後の社会の動向に対応した生涯学習の振興方策について（抄） 

（平成４年７月 29日 生涯学習審議会答申） 

 

第２章 ボランティア活動の支援・推進について 

２ ボランティア活動の現状と課題 

(1)ボランティア活動の現状 

ボランティア活動は，個人の主体的な活動が基礎となるものであり，その状況を網羅的に把

握することは難しいが，社会福祉施設や在宅福祉サービス等，社会福祉の分野におけるボラン

ティアが多い。一方，社会教育施設（公民館，図書館，博物館，青少年教育施設，婦人教育施

設等），スポーツ・文化施設，学校等においてボランティア活動をしている人々がいる。また，

社会教育やスポーツ・文化関係団体等においても，ボランティア活動，あるいはボランティア

活動を支援する事業を実施している。 

さらに，専門的技術を持った高齢者による海外での技術協力活動，青年による青少年の非行

防止活動，自然環境保護活動などのボランティア活動も行われている。 

近年，多忙な職業人や高齢者など，様々な人々がボランティア活動に参加する動きが出てき

ている。企業においては，近年，社会への貢献や勤労者の自己実現を目指した活動及びその支

援を行う事例が，「企業市民（コーポレートシティズン）」の取組として見られるようになった。

また，地域社会への貢献を目指して，地域団体や労働組合においても，ボランティア活動の意

義を積極的にとらえ始めている。 

さらに，関係団体が連携して，地域におけるボランティア活動を推進・援助するための組織

等を検討するなどの取組も見られる。 

(2)ボランティア活動に関する学習機会の現状 

ボランティア活動に関する学習の機会は、意識啓発、資質・能力の向上を図るため、ボラン

ティア活動を希望する人、ボランティア活動を行っている人、リーダー、施設職員、教員等、

あらゆる人々を対象として、行政や民間団体等により幅広く提供されている。 

学校においては、児童生徒に勤労の尊さや社会奉仕の精神を培う体験的な活動として、道徳

や特別活動を中心に、ボランティア活動にかかわる指導が行われている。 

(3) ボランティア活動の支援・推進に向けての課題 

① ボランティア活動をめぐる社会的文化的風土づくり 

ボランティア活動は即ち福祉・慈善活動という，社会一般の限定された認識や，活動に消極

的な意識を改め，生涯を通じて，あらゆる層の人々が，様々なボランティア活動に取り組むこ

とができる社会的文化的風土づくりが重要である。そのためには，家庭教育，学校教育，社会

教育を通して，ボランティアに関する基礎的な理解を深め，社会参加の精神を培う学習を充実

させる必要がある。 

② ボランティア層の拡大と活動の場の開発 

誰もが社会の一員として，自然に無理なく，そして楽しくボランティア活動を行えるような

条件を整えることにより，ボランティア層の拡大を目指すことが重要である。とりわけ，男女

共同参画型社会の形成を視野に入れ，今までの主婦を中心とした活動から，児童，生徒及び学

生や，勤労者，退職後間もないシニア層等，幅広い層の活動への発展が期待される。そのため
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には，ボランティアとして活動するための基礎的な学習機会の充実や，学習の成果と能力を生

かした活動の場の開発が今後の課題であり，特に公的施設・機関等の役割が期待される。 

また，行政とかかわりを持ってボランティア活動が行われる場合，行政として行うべきこと

と，ボランティアが行う活動とが明確にされず，その活動を行政の補助的なものとみなす認識

があって，行政職員，ボランティア双方において問題となることが多く，相互の役割とボラン

ティア活動等に対する正しい認識を深めることが望まれる。 

③ 情報の提供と相談体制の整備充実，連携・協力の推進 

ボランティア活動を求める側のニーズと，ボランティアの意欲が効果的に結び付くよう，活

動をする側と受ける側の実態を把握して，求めに応じた情報の提供及び相談体制の整備充実を

行うことが求められている。また，ボランティア，民間団体，企業，勤労者，行政など関係者

の連携・協力が重要であり，相互の情報交換等を推進することが必要である。 

④ 事故等への対応と過剰な負担の軽減のための支援 

ボランティア活動中に事故等が発生した場合，責任や補償について争われることがある。そ

のため，事故等を懸念してボランティアが活動を自ら控えたり，国民一般の活動への参加意欲

をそぐことのないよう，責任を明確にして活動が行われるような方策が必要である。 

さらに，ボランティア活動の無償性の理念を堅持しつつ，過剰な負担を個人に強いることを

避けて，志ある人がボランティア活動を継続して行えるような方策が求められる。 

⑤ 企業における課題 

ボランティア活動をどうとらえるかについて模索している企業も多いが，勤労者の自己実現

を支援する意義を理解して，企業が自ら，地域の一員としての役割を十分踏まえた積極的な対

応を行うことが期待される。 

 

（中略） 

  

８ 企業等の役割とそれに対する支援 

(1) 企業等による支援 

企業等において，勤労者の生涯学習を支援するため，有給教育訓練休暇制度などを活用した

リカレント教育休暇や，ボランティア休暇・休職制度の積極的な導入・普及が期待される。ま

た，企業等において，研修や退職準備教育の一部として，ボランティア活動に関する学習が行

われることが望ましい。その際，独自にこのような取組を行うことが難しい中小企業等におい

ては，例えば数社で共同して行うことも考えられる。 

さらに，ボランティア活動や青少年の学校外活動に関し，企業等の持つノウハウの社会への

還元，勤労者の参加の支援，企業施設の地域への開放や場所の提供等の便宜供与などを図るこ

とが期待される 

 

第４部 生涯学習の振興に向けて～豊かな生涯学習社会を築いていくために～ 

○ 企業等へ 

(2) 勤労者の生涯学習の振興のためには，企業等の理解と協力が不可欠である。リカレント休

暇，ボランティア休暇の導入などにより積極的に支援するとともに，勤労者が生涯学習しや

すい条件作りのため，時短，週休二日制など，勤労者の自由時間，余暇時間の増大などの方

策を一層促進することが望まれる。また，ボランティア活動の経験やリカレント教育などの

生涯学習の成果を，採用，昇任などの際に適切に評価することが望まれる。 
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学習の成果を幅広く生かす －生涯学習の成果を生かすための方策について－（抄） 

 （平成 11年 6月 9日 生涯学習審議会答申） 

 

第 1章 新しい社会の創造と生涯学習・その成果の活用 

2．ボランティア活動に生かす 

  次に、学習成果をボランティア活動に生かすことについて検討する必要がある。 

  阪神・淡路大震災やタンカー海難による石油流出事故、さらには長野冬季オリンピック・パラ

リンピック等を契機に、ボランティア活動は国民の間に大きな広がりをもって行われるようにな

ってきている。日本人にボランティア・マインドは定着しつつあると考えられる。 

  ボランティアを志向する社会は、個人が共同体社会への共感に基づいて、自主的にその営みに

参加し貢献することに価値を置く社会であり、こうした方向を促進することは、社会をより望ま

しいものへと変革していくことにつながる。今後の我が国社会にとって極めて重大な課題である

ということができる。 

  今の若者や子どもたちに、社会規範や道徳性の欠如、無気力感や閉塞感等が蔓延しているとの

指摘もあるが、それは大人や社会全体が、ひたすら、自分や家族だけの物質的な利益や欲求を追

求・充足させてきたためではないか。人が、現在の自分自身に存在意義を感じ、将来の自分に希

望をもつためには、自分のためにではなく、人のために、みんなのために、社会のために自分が

役に立っているという意識、あるべき自分に向かって努力しているという確信が必要なのではな

いか。 

  学校歴を求めての受験競争のように、他人と比べて自分を確認するというやり方ではなく、か

けがえのない一人の個人として自己を認めることができるようになるために、ボランティア活動

は今日の日本の社会にとって極めて重要な活動となろうとしている。 

  ボランティア活動は、生涯学習の成果を生かし、深めるのに相応しい場の一つであり、学習成

果を活用するためには、ボランティア活動を推進していくための方策を検討することが重要な課

題である。 

 

第 3章 学習成果を「ボランティア活動」に生かす 

1．なぜ、今、学習の成果を「ボランティア活動」に生かすのか 

（1）ボランティアを志向する社会の進展 

  我が国の近年におけるボランティア志向の高まりは、国民の間に、個人の経済的・物質的な利

益を求める生き方ばかりでなく、他者のため、社会・公共のために積極的に自分を役立てたいと

する意識が高まってきていることの証左である。 

  ボランティアを志向する社会は、個人が、共同体社会への共感に立って、自主的にその営みに

参加し、貢献することに価値を置く社会であり、こうした方向を促進することは、社会をより望

ましいものへと変革していくことにつながることである。そのような意味で、人々のボランティ

ア活動を促進していくことは、今後の我々にとって極めて重大な課題であるということができる。 

  現代の社会は、少子・高齢化、国際化、情報化等の社会状況の急激な変化の中で、多くの課題

が複雑に広がっている。しかし、これら複雑・多岐にわたる様々な課題解決をすべて行政に頼る

ことには自ずと限界がある。山積する喫緊の課題に迅速かつ柔軟に対応するためには、国民一人

一人が自己責任と信頼を基調とする自覚・自立した意識に基づいてボランティアの活動に積極的

に関わっていくことが求められるところとなっている。 

  また、国連は、21 世紀にはボランティア活動が今世紀以上に活発化することを期待し、21 世
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紀の最初の年である西暦 2001年を「ボランティア国際年」とするとの決議を採択した。これを

契機に、国際交流や国際的な場でのボランティア活動の展開が予想され、我が国のボランティア

活動の一層の進展が期待される。 

  ボランティア活動は、本来、志さえあれば誰にでもできるものであるが、実際に活動しようと

すれば、活動にかかわる分野の知識や技術の習得のための学習が必要なものもあり、また、ボラ

ンティア活動に参加することによって、必然的にさらなる学習が発展することになるなど、生涯

学習と密接な関係にある。ボランティア活動の促進と生涯学習の推進とは実質的に切り離すこと

ができない関係にあると言って過言ではない。ボランティア活動は学習成果を生かし、体験的に

その成果を深める実践の場そのものである。 

  したがって、ボランティアを志向する社会をさらに進めていくためには、人々のあらゆる場に

おける学習活動を振興することが必要であり、それとともに、学習によって得た知識や技術など

の成果を積極的にボランティア活動に生かすことができるような社会的なシステムを構築する

など、様々な施策を講じることが求められている。 

 

（2）生涯学習によるボランティア活動の深化と発展 

  本審議会の平成 4年 7 月の「今後の社会の動向に対応した生涯学習の振興方策について」（答

申）において、ボランティア活動と生涯学習の関係が明確にされたことにより、生涯学習の理念

に支えられて、ボランティア活動に参加する人々が増えるとともに、その活動範囲も、例えば、

学習活動やスポーツでの指導、公共施設での活動支援、自然環境の保全や地域美化、国際交流・

貢献等、極めて広範な領域に広がった。 

  生涯学習の考え方においては学習を通じて自己を成長させ、社会に参加し自己実現を図ること

が強く意識されるところから、ボランティア活動においても、他者のためであると同時に、自己

のための活動でもあるという、意識の上での自然な融合が図られつつある。生涯学習によるボラ

ンティア理念の深化が見られる。 

  今後、ボランティア活動を、それぞれの人々の志に沿う実りあるものに深め発展させるために

は、ボランティア活動とこれに伴う学習活動を一体のものと捉え、誰もが参加できるものとする

雰囲気を醸成するとともに、積極的に生涯学習の成果を生かすようにすることが大切になってい

る。 

 

（3）社会教育関係団体や民間非営利公益活動の進展 

  社会的な要請に応えて、問題解決能力を持つ専門性や継続性のある活動を進めるためには、個

人やグループによるボランティア活動が、専任の職員や必要な施設、設備、ノウハウ等を備えた

民間の非営利の組織体（いわゆる NPO）による公益的な活動へと進展していくことが求められる。 

 学習成果の活用を考える場合、個人としてのボランティア活動ばかりでなく、非営利の組織的な

公益的活動に生かすことにも配慮することが大切である。 

  今後、生涯学習社会の活性化のためには、社会教育関係団体はもとより、民間非営利の公益的

組織が行政とのパートナーシップのもとに、自主的・自発的な活動を多様に展開していくことが

大いに期待される。 

 

2．学習成果をボランティア活動に生かすにあたっての課題と対応方策 −ボランティア活動の充

実・発展のために− 

（1）多様な活動の発見・創造 
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  ボランティア活動は、何かきまった活動が、どこかきまったところで、与えられるというもの

ではない。ボランティア自身が、現実社会の中でその必要性に気づき、共感を持って創り出すも

のである。それぞれの個人の気持ちや都合に合った、多様でユニークな内容・形態の活動が豊か

に発見され、創造されていくことが期待される。 

●青森県平内高等学校「みちくさボランティア」 

 高校生が学校からの帰宅途中、一人暮らしの高齢者の家に立ち寄って話をしたり世話をしたり

する活動 

●新潟県小千谷市立小千谷小学校 PTA 

 保護者が、PTA活動の一環として、担任の教員と協力して全学年全教科で授業の指導補助をす

る活動 

●山形県 YYボランティア 

 高校生が近所の子どもたちと一緒に遊んだり、スポーツやラジオ体操をしたりするサークル活

動など全国各地で今までにない新しい活動が芽生えてきている。 

図書館、博物館等の社会教育施設等においては、住民のボランティアの受入れを社会的な責務

として捉え、積極的に受け入れることが望まれる。ボランティア活動はある意味で生涯学習その

ものであって、ボランティアの受入れは、施設にとっては、学習者に学習活動の機会を提供する

という施設の本来の目的ともいうべきものであり、施設の運営の活性化にも役立つと期待される。

ボランティアにとっても、活動の場が広がるとともに、学習の場において学習成果の活用が図ら

れることになり、学習を進める上で極めて効果的であるなどメリットが大きい。 

  ボランティアを施設に円滑に受け入れるため、施設側の担当者の指名、ボランティア及び職員

双方への研修の実施などが必要となってくるが、施設の設置者においては、規則などの整備のほ

か、受入れに必要な予算措置についても配慮することが必要である。 

  そのほか、地方公共団体においても、新たな活動の場として、庁舎、郵便局、病院、駅等の公

的施設やスポーツ競技大会等イベントの組織運営等、一層幅広いボランティア活動の場の開発が

待たれる。 

  また、ボランティア活動に対する多様なニーズに伴い、国内外で、比較的長期間にわたり、特

定のボランティア活動に専従することを希望する者も増えており、その分野や内容も様々な形態

になってきている。今後一層こうした活動に対する企業や関係団体による理解やそれに基づく支

援等の広がりが望まれる。 

●国際協力事業団の「青年海外協力隊」、●財団法人日本シルバーボランティアズの海外途上地域派

遣、●社団法人日本青年奉仕協会（JYVA）の「ボランティア 365」などがある。 

 

なお、ボランティアの無償性の原則の内容については、それぞれのボランティアが判断すべき

ことであるが、交通費、材料費、光熱費等の実費や食事代等の支給を受けるものも、その範囲内

と考えることが一般的になってきている。そうした支援を受けても、ボランティア精神にもとる

ものとはいえない。むしろ、より多くの人達にボランティア活動を可能にするという意味で、ボ

ランティアを励ましその活動を促すことになるものと考えられる。 

 

（2）ボランティア活動のもつ社会的責任 

  ボランティア活動は、志さえあれば、本来、いつでも、どこでも、誰にでもできるものである。

しかし、ボランティア活動が無償の、他人や社会に貢献しようとする行為であるとはいえ、それ

が社会的な活動である限りは、ボランティア活動に対する責任や義務が問われるのは当然のこと
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である。一人一人がボランティアの責任・義務について自覚を持って参加するという意識を醸成

していくことが大切になってきている。 

  そのために重要なのは、志や熱意ばかりでなく、受け手の気持ちへの配慮、活動を支える知識・

技術の獲得や仲間との協調性ということであり、そうした学習も大切になる。 

  ボランティアとしての責任を全うするためには、活動における安全管理の確保、危機回避のた

めの手だての習得が特に大切であり、そのための学習機会が整備、提供されることが必要である。 

  また、万一の事故に備えて、近年、多様な保険制度が創設されるようになってきている。個人

が加入するものばかりでなく、市町村等の事業者が一括して加入するものなど、活動の形態に即

応して、適切な保険を活用することが必要になっている。 

 

（3）ボランティア活動についての自己評価の促進 

  充実したボランティア活動を行うためには、第一義的に活動についての自己評価が重要である。

ボランティア活動が誰のためでもなく、自分のために行うものである以上、当初の目的に比して

結果はどうであったか、何が身についたのか、何が足りなかったのかなど自分で評価するのが基

本である。受け手の評価も自己評価する上では次の活動の改善につなげることができるという意

味で重要である。 

  そして、しばしば、自分で自分の活動を評価してみることによって、それまで気がつかなかっ

た自分の良さを発見するなど自分の成長を確認できることがある。そうした場合には、それを自

分の中にとどめ置かないで、積極的に社会にアピールすることも大切である。自分に対する肯定

感が新たな行動を切り開く自信をもたらすことにつながるからである。 

 

（入学試験等における評価の促進） 

  入学試験や就職試験においても、自己をアピールする一つの方法としてボランティア活動にお

ける学習成果を積極的に活用することが適当である。学校や企業としても、それらを多様な評価

項目の一つとして、取り入れるようにすることが望まれる。 

  平成 9年 10月現在で、大学入学者選抜（推薦入学を含む。）においてボランティア活動の経験

を評価している大学は、国公私立併せて 587校中 188校（32．0％）となっている。 

  また、平成 11年度の公立高等学校入学者選抜では、ボランティア活動の評価について、全都

道府県において、調査書の何らかの欄に記載することができる状況にあり、特にボランティア活

動の名称を冠した記載欄があるのは 13県となっている。 

  入学試験が、当該学校の教育を施すに足る資質と能力を判定するためのものであることからす

れば、ボランティア活動を通して得た学習成果を、多様な評価の一つとして問うことは、ボラン

ティア活動を重視する学校にあっては、当然のことといえよう。 

  今後、大学、高等学校の入学者選抜においては、例えば推薦入学におけるボランティア活動の

積極的な評価など広くボランティア活動の経験を評価するよう求めたい。 

  また、企業においても、例えばボランティア活動の経験を評価して採用する枠を設けるなど採

用における積極的なボランティア活動の評価が望まれる。 

 

（4）ボランティア活動に対する共感の輪の拡大 

  ボランティア活動を一層盛んにするためには、社会の様々な場において、ボランティア活動を

互いに認め合い、それを社会的に表すことが大切である。 

  ボランティア活動をすばらしいこととして賞賛したりすることはボランティア活動の本質に
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なじまないとの意見もあるが、むしろ、ボランティア活動を奨励し、促進するために、社会の様々

な場所において積極的に賞賛し、顕彰し、社会全体にボランティア活動への共感の輪を広げるこ

とが重要と考える。現に、多くの団体などで顕彰事業等が行われている。具体的な賞賛、顕彰の

方法は、それを行う個人、団体、企業等がボランティアに対するそれぞれの基本的な姿勢を明確

にする中で、検討、実施すべきものと考えられる。 

●北九州ボランティア顕彰会 

 北九州において、ボランティアとして社会に積極的に貢献し他の模範となるような個人・団体を顕

彰し、また、日本病院ボランティア協会では、長くボランティア活動を続けた人に、協会として感謝

の意を表することとし、協会加盟の病院ボランティア・グループの活動に対して、活動が 1,000 時間

に達したときに、グループ代表からの申請をもとに選考し、「1000 時間活動感謝状」を交付するなど

している。 

 

（社会的な支援システムの整備ー行政による支援拡充） 

1）ライフサイクルに応じたボランティア活動のプログラム開発 

  人生の各期の特性等に応じ、かつ、個人の興味や関心に応じた多様な活動の実践的なプログラ

ム（活動内容、形態、活動先との連絡方法等）を早急に研究、開発する必要がある。教育委員会、

社会教育施設等が中心になり、ボランティア団体や関係行政機関等とも連携をとって、プログラ

ム及びその活動の場の開発を進めることが望まれる。 

 

【学校において】 

  小・中学校にあっては、将来のボランティアのための準備教育としてのボランティア教育を一

層推進すべきである。道徳、特別活動等において活動体験を通して、ボランティア活動の意義、

特質、喜びなどについて基本的な理解を得させる必要がある。 

  高等学校については、学校外で行われたボランティア活動を、校長の判断により、当該高等学

校の教科・科目の履修と見なして単位を与えることができるよう、平成 10年 4 月に制度改正が

図られたところである。平成 10年度においては、ボランティア活動等に係る学修成果の単位認

定を行った高等学校は、9 府県 20校で、平成 11年度には、さらに多くの学校で実施される予定

となっている。 

  また、大学については、ボランティア活動を取り入れた授業科目を開設している大学は、平成

9年度では全国で 104校（全体の 17．7％）で、学生の自主的なボランティア活動を正規の授業

科目の中に位置づけて単位認定したことがある大学は、阪神・淡路大震災の際のボランティア活

動の場合を除いて、全体の 1．7％とわずかなものとなっている。 

  高等学校・大学において、ボランティア活動を単位認定する場合の課題の一つとしては、単位

認定の方式があげられる。学生・生徒のボランティア活動に対する単位認定については大学にお

いては、正規の授業科目の中に位置づける必要があるものの、教員が学生のボランティア活動の

現場に居合わせておらず、活動そのものに対する評価が難しい場合が多い。このため、学生・生

徒の活動後のレポート提出に加え、今後は、受入れ団体の協力を得ながら活動そのものについて

評価する方式なども研究される必要がある。 

  さらに、大学が休学制度を活用して学生にボランティア活動に参加する機会を与えたり、正課

外のものとして行われるボランティア養成講座を開設することも望まれる。 
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【成人において】 

  成人にあっては、勤務の実態に即して無理なく行える多様な活動形態、職業上の経験や能力が

生かせる活動の開発、地域での子育て支援等の地域社会からのニーズに的確に応えられる活動の

開発など、教育委員会が中心になって、企業や関係機関とも連携を図りながら、具体的なプログ

ラムを多様に研究・開発していく必要がある。 

 

【高齢者において】 

  高齢者にあっては、子どもとの交流を通じて子どもを育成指導する活動、地域の伝統文化を次

世代へ継承する活動、あるいは高齢者相互の介護活動等、高齢者の興味や関心に応じた活動の具

体的なプログラムの開発が望まれる。高齢者が学校に関わる事業として、市町村が行う事業には、

例えば、北海道東神楽町立東神楽町小学校での、地域の高齢者と学校教職員から成る「GTA」（祖

父母と教職員の会）がある。児童と高齢者の異世代間交流の推進を目指して、運動会や学芸会な

どの学校行事に積極的に参加し、学校農園での農作業指導をするなどしている。また、福岡県糸

島地区ボランティア人材派遣事業では、糸島地区 1市 2町（前原市・志摩町・二丈町）教育委員

会の共同事業で、地域で特技を持つ高齢者等を人材バンクに登録し、小・中学校や地域のグルー

プに要請に基づき派遣して、様々な学習活動を支援している。ボランティアは学校の部活動にお

いて手話、編み物、英会話、リサイクル花器作りなどの指導を行うほか、授業においても、習字、

読み聞かせ、絵画等の指導を行う。また、夏休みには親子手作り教室（手芸）を公民館で開催す

るなどしている。 

 

2）民間非営利の公益活動への支援促進 

  特定非営利活動促進法の成立により、都道府県知事又は経済企画庁長官の認証により、社会教

育、文化、芸術、スポーツ等教育・学習を推進する活動を行っている民間非営利の団体も、法人

格の取得が可能になった。このことは、活力ある社会を創っていく上で大きな役割を果たす民間

非営利団体の活動の発展に大きく寄与するものと期待される。今後、行政では、法人格取得のた

めの必要な手続き等について、積極的に周知を図ることが必要である。 

  民間非営利団体が充実した事業を円滑に実施していくためには、組織や事業の運営についての

適切なマネージメントが必要になり、このための研修や養成プログラムの開発が望まれる。 

  ボランティア・グループや民間非営利団体がそれぞれの活動目的を実現するためには、行政と

のパートナーシップの確立が求められる。団体・行政とも相互の役割を理解し、信頼感の醸成を

図り、お互いの立場を尊重しつつ、必要に応じ事業の協力や協同事業の実施を進めたりするなど

して、パートナーシップを創り、深めることが大切になる。このため、よりよいパートナーシッ

プの定着に関して必要な方策を検討することもこれからの課題である。 

  その際、例えば福祉・教育・文化等の各分野を横割りにしたまちづくり、地域づくりのための

連絡組織を作り、これを民間非営利団体として登録するなど、民間非営利団体の活動の拠点とし

て公民館を活用したり、公民館が連携の要の役割を果たすなどの積極的な工夫も考えられる。 

 

（5）生涯学習ボランティア・センターの設置促進 

  ボランティア・センターは、ボランティア活動についての情報の収集・提供、相談、活動プロ

グラム開発、調査・研究、研修・訓練、啓発、団体間の連絡調整、団体の組織化支援、団体への

助成等の機能を持っており、ボランティア活動の推進に欠かすことのできない機関である。 

  福祉の分野では、社会福祉協議会によるセンターが全国各地に整備されているが、生涯学習ボ
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ランティア・センターについては、整備箇所も少なく、また設置場所も教育事務所や社会教育施

設などに開設され、非常勤の学習相談員などが配置されるに止まっているところも多いことから、

必ずしもボランティア希望者のニーズに十分応え切れていない状況にある。 

  今後、身近なところでの支援サービスが受けられるようにするため、各市町村ごとに、例えば

公民館等の住民に身近な施設においてボランティア活動に関する情報の収集・提供や相談等を行

う窓口としてのセンターが設けられる必要がある。また、都道府県レベルにおいても生涯学習推

進センター等にその機能を担わせ、都道府県・市町村の間のみならず、国のセンターからのアク

セスも可能となるよう、相互の連携について十分検討することが望まれる。 

  運営にあたって、多様で流動的、非定型的なボランティア活動への円滑、かつ、適切な支援が

行われやすくするためには、全面的に行政が行うのではなく、例えば、一部の事業を委託して実

施するなどボランティア団体と行政との協議を通じた連携が有効と考えられる。 

  市町村域のセンターは、社会福祉協議会のセンターや全国的なボランティア推進団体・センタ

ー等と連携を保ち、人々の多様なニーズにも対応できるようにすることが大切である。 

  なお、こうした生涯学習ボランティア・センターにあっては、近年様々な領域でのボランティ

ア活動が盛んになってきていることから、それぞれの領域に共通する学習機会の提供という観点

から、総合的な情報提供、連絡調整等を行い、全体としてのボランティア活動に貢献することも

十分検討すべきと考えられる。 

 

（6）ボランティア・バンクの構築 

（全国ボランティア・バンクのネットワーク化） 

  ボランティア活動へのきっかけづくりのためには、人々のボランティア活動に参加する動機づ

けを促進し、希望に沿った活動に結びつける機会を提供することが重要である。実際、各種の調

査においても、ボランティア活動に参加しない理由として、「参加するきっかけがない」とか「活

動の情報がない」といったものをあげる人が多い。 

  このため、ボランティア活動について適切な情報提供を行うという観点から、ボランティア活

動を希望する人、特にこれからボランティア活動を始めようとする人に対しては、どこに問い合

わせれば、希望するボランティア活動の情報が得られるかなどの情報を提供することが必要であ

る。 

  そこで、ボランティア活動に関する情報提供・相談窓口を開設し、電話やインターネット等に

よる情報提供および相談事業を実施することを検討すべきである。特に、これからボランティア

活動を始めようとする人にとっては、どこに問い合わせればよいかわからないという声を多く聞

くことから、まずボランティア活動に触れるきっかけとなる窓口を設け、その窓口から具体的な

活動に結びつく情報を提供するシステムを考えるべきである。そのため、全国的なシステムを整

備する方策を検討することが望まれる。 

  文部省が策定し、推進している「全国子どもプラン（緊急 3ヶ年戦略）」においては、子ども

センターを全国津々浦々に整備し、地域の子どもの体験活動機会や家庭教育支援活動に関する情

報収集、情報提供、相談紹介を行うこととしており、子どもセンターを通して地域のボランティ

ア情報を提供することが可能となる。 

  このことにより、先に述べたように、近年様々な領域でのボランティア活動が盛んになってき

ているという状況も踏まえ、関係する機関とも連携を図りながら、ボランティアの派遣や受入れ

等の情報を提供している様々な分野のボランティア活動推進機関を紹介し、その機関ではどのよ

うな情報が得られるかについての情報提供を行ったり、相談に応じることにより、人々を希望す
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るボランティア活動に結びつけることが可能になるであろう。今後ボランティア活動を一層広げ

ていくためには、前述のインターネット情報提供システムにおいてこのようなボランティア活動

も盛り込み、全国津々浦々で誰もが情報を手に入れることができるようにすることが必要である。 

  また、国立婦人教育会館では、すでに WINET（Women's Information NETwork system）と称し

て、女性や家庭教育に関するデータベースを構築し、ホームページ上で情報検索が可能となって

いることから、今後、ボランティアに関する情報についてもこのシステムを活用した窓口を整備

することが考えられる。 

  さらにインターネットを活用して，ボランティア・センターに勤務するコーディネーター等の

職員が互いに情報を提供し、交換する場としてこうした窓口を活用することも、今後大いに期待

することができよう。 

 

（7）ボランティア・コーディネーターの養成、研修 

  適切で円滑なボランティア活動を実現させるためには、ボランティア活動を希望する人とボラ

ンティアを必要とする人の双方のニーズを総合的に調整し、マッチングする役割を持つボランテ

ィア・コーディネーターが重要である。希望者・受入れ先双方のニーズの把握、活動の場の募集・

紹介・開拓、活動の調整、相談・助言等を行うボランティア・コーディネーターの役割を果たす

職員は、生涯学習ボランティア・センターだけではなく、社会教育施設・公共施設等の受け入れ

を行う施設、送り出す側である学校、企業等にも必要となる。 

  コーディネーターの養成については、社会福祉分野では取組が行われてきたところであるが、

なお今後とも充実すべき課題であり、養成にあたる適格者が地域レベルではまだ十分人材が得ら

れないという現状を考えれば、社会教育の関係機関・団体において、まず養成プログラムの内容・

方法を確立し、養成プログラムの体系化を図る必要がある。その場合、考慮されるべき点として

は、おおむね、（1）ボランティア活動の今日的意義や生涯学習との関係の理解、コーディネータ

ーの役割と倫理についての理解等、（2）マッチングやその後の活動支援についての技術の獲得、

（3）グループ・団体の組織化、指導助言についての能力の獲得、（4）関係団体、行政機関等と

の連携調整の能力の獲得等があげられる。 

  なお、適切で円滑なボランティア活動を実現させるためには、ボランティアを受け入れる社会

教育施設・公共施設等の職員に対するボランティア活動に関する研修等を充実することも重要で

ある。 

 

（企業による支援拡充） 

1）企業自身の社会貢献事業の推進 

  企業においても、社会を構成する一員として、その人材や資金を活用して、積極的に社会に貢

献することが責務であると考えられるようになってきた。また、このような社会貢献は、企業自

身にとっても、人々に企業の設立の理念を理解してもらい、社会的なイメージを高める上でも価

値のある活動であるとの認識が進み、芸術文化活動への支援を含め、企業の大小にかかわらず、

全国各地で、ボランティア団体や民間非営利組織への様々な支援活動が展開されている。今後と

もこのような支援活動の推進が望まれる。 

 

2）企業の社員に対する支援の促進 

  ボランティア活動は個人の自発性と責任において行うものであるが、雇用主たる企業が、社員

のボランティア活動への参加のために、ボランティア休暇を導入したり、ボランティア活動に関
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する情報を提供したり、活動体験の機会を用意したり、表彰制度を導入することなどは、職員の

ボランティア活動を促進する上で極めて有効なことであり、望ましいことである。 

●財団法人勤労者リフレッシュ事業振興財団「勤労者のボランティア活動に関する調査研究」（平成 7

年 3 月）従業員が個人的ボランティア活動を行っている企業 831 社のうち、特別有給休暇（時間的支

援）を与えているものが 11．9％であった。また、この時間的支援については、大企業では休職・休

暇等を認めるところが多いのに対し、中小企業では勤務時間内の活動を認める程度にとどまっている

傾向がある。 

 

●トヨタ自動車「ボランティアセンター」 

 社員・家族・OB を対象に、ボランティア希望者の登録制度を運営し外部からの要請を登録人材に

紹介し、地元小中学校の部活動への支援など活動の斡旋を行っている。 

●ソニー「マッチング・ギフトプログラム」 

 社員が、環境・文化・教育などの分野で公共活動をする公益法人に寄付した場合、一定の限度内に

おいて、企業もそれと同額の寄付を行うなどしている。 

国家公務員については、平成 9年 1月に、ボランティア休暇制度が法制化され、5日以内での

休暇が認められることとなり、地方公務員についても、ほとんどすべての都道府県、約 3分の 1

の市町村で同様の制度化が行われている。 

  企業においては、全国の企業全体の約 2％にあたる 2000社でボランティア休暇制度を持つに至

っている。今後とも休暇が取りやすくなるよう配慮するとともに、有給のボランティア休暇・休

職制度の導入を図ることが望まれる。 

 

●富士ゼロックス社「ソーシャル・サービス休暇制度」 

 勤続 3 年以上の者を対象に、公募により毎年 5 名程度を、半年から最大 2 年の期間で賃金等の相当

額を援助金として支給する。 

 

●東京ガス「ボランティア休暇・休職制度」 

 有給による 5 日間のボランティア休暇制度や勤続 3 年以上の者を対象に 1 月から 2 年のボランティ

ア休職制度を運営している。 
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青少年の奉仕活動・体験活動の推進方策等について（抄） 

（平成 14年７月 29日 中央教育審議会答申） 

 

３ 18歳以降の個人が行う奉仕活動等の奨励・支援 

 ～奉仕活動を日常生活の一部として気軽に行う～ 

 Ⅱの１で見たように，我が国では，多くの人が奉仕活動等について興味を抱いてはいるが，一歩

を踏み出せないという状況にある。大学等の学生も含め，18 歳以降の個人が日常的に奉仕活動等

に取り組むことができるように，以下のような奨励・支援の方策を検討することが求められる。 

 

(2) 企業，社会人に対する奨励・支援 

国，地方公共団体，企業や労働組合などにおいては，気軽に参加できる職場環境作り，柔軟

な勤務形態の導入など社会人が参加しやすい環境の整備や，地域での諸活動への参加を含め勤

労者が行う幅広いボランティア活動等を奨励するための支援が期待される。 

国においても，こうした取組を支援するため，取組の事例紹介など情報提供を積極的に行う

とともに，社会人に適した活動の機会の充実を図ることが適当である。また公務員や教員の活

動を奨励するため，研修の一環として活動を位置付けることや，公務員や教員の経験を生かし

た活動のプログラムの開発等を検討することが望ましい。 

社会人の幅広いボランティア活動等を奨励・支援するため，国，地方公共団体，企業等におい

ては，職員や社員が気軽に参加できる職場環境作り，柔軟な勤務形態の導入など社会人が参加し

やすい環境の整備が期待される。 

また，企業や労働組合などにおいては，社会の主要な構成者としての役割や社会的責任を踏ま

え，自らがボランティア活動等に対する支援を行うことや，社員が活動を行うことに対する積極

的な支援を期待したい。 

 

1) 企業の社会的役割 

企業等においては社会の主要な構成者としての役割や社会的責任を踏まえ，市民社会の一員

として，企業自身がボランティア活動やＮＰＯ活動に対し継続的に助成や支援を行うことを通

じ，社会に貢献することが期待される。また，青少年に社会体験やインターンシップなどの就

業体験の場を積極的に提供することを通じ，一定の教育機能を果たすことも求められている。 

 

2) 社員が気軽に活動に参加できる職場環境の整備等 

企業等においては，長期間にわたる活動の実施に適したボランティア休暇制度の導入のみな

らず，地域での諸活動への親子や家族での参加を含め活動を幅広くとらえるとともに，(a)気軽

に参加できる職場環境作り（定時退社の奨励，有給休暇の取得促進，サービス残業の解消など），

(b)柔軟な勤務形態（短時間の継続的な活動の実施に適したフレックスタイム制など）の導入に

積極的に取り組むことが期待される。 

 

◇企業等のボランティア活動等に対する奨励・支援 

さらに，企業や労働組合等が社員のボランティア活動や地域の活動を支援するため，次の

ような取組を行うことが期待される。 

・ボランティア推進団体等との協力による社員向けボランティアセミナー等の開催 

・社員が属している活動団体への助成，社員が活動支援のために団体に寄附する際に企業等
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が一定の上乗せをするなどの支援の拡大・地域社会の一員としての企業や労働組合等の社

会貢献活動の推進（例：地域の清掃活動，寄附，献血等の呼び掛け等） 

・地域や学校での青少年の体験活動等への協力（例：施設の開放，社員を指導者として派遣，

青少年の受入れ等） 

 

◇国等の奨励・支援 

こうした企業等の取組や社会人のボランティア活動を奨励・支援するために，国等におい

ては，以下のような取組の一層の充実が望ましい。 

・ボランティア推進団体，経営者団体，ＮＰＯ等の連携による社会人に適したボランティア

活動等の機会の提供 

・社員のボランティア活動等を支援する企業等の支援方策やその導入に当たっての取組など

の事例紹介などの情報提供 等 
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新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について～知の循環型社会の構築を目指して～

（抄） 

（平成 20年２月 19日 中央教育審議会答申） 

 

第１部 今後の生涯学習の振興方策について 

３．目指すべき施策の方向性 

（２）社会全体の教育力の向上－学校・家庭・地域が連携するための仕組みづくり－ 

① 社会全体の教育力向上の必要性 

○ 国民が今後の社会の変化を生き抜いていくための力、すなわち子どもについては「生きる力」

を、また、成人についても、狭義の知識や技能のみならず他者との関係を築く力等の豊かな人

間性を含む総合的な力を身に付けるためには、国民一人一人の学習の支援と共に、社会全体の

教育力を向上させることが必要である。 

 

○ 社会全体の教育力を向上させることは、それぞれの地域社会*9 がその教育力（地域社会の

教育力）を向上させることにほかならない。それぞれの地域社会には、様々な学習活動に関係

する学校、家庭、社会教育団体、地域において活動する企業、ＮＰＯ等が存在し、社会教育の

充実に貢献してきているが、今後はそれぞれがその役割に応じて共通の地域の目標を共有する

ことが求められる。 

 

○ 例えば、子どもたちが身に付けるべき「生きる力」、すなわち、「基礎・基本を確実に身に付

け、いかに社会が変化しようと、自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、

行動し、よりよく問題を解決する資質や能力、自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を

思いやる心や感動する心などの豊かな人間性、たくましく生きるための健康や体力などの力」

は、学校教育の中のみならず、子どもたちが異なる世代の人々や他の家庭等の様々な人々と交

流し、地域社会等における体験をすることとあいまって育まれるものである。そのような環境

づくりは、学校や各家庭のみならず社会全体で取り組む必要がある。 

 

○ また、成人の様々な学習機会についても、従来型の教育機関、社会教育施設等の特定の主体

によって提供され、固定的な特定の場で行われる機会のみでは十分でなく、多様な関係者が多

様な機会を提供することが望ましい。例えば、成人の生涯学習は地域における子どもたちを育

むための様々な活動に参加することによっても行われるものである。また、地域が抱える課題

の解決等について、地域ニーズを共有し、地域の実情にも精通した地域の関係機関等が連携す

ることにより関係者が学習をする機会をつくり、また学習した成果を関係者が生かすことによ

り課題の解決を図ることを可能とするなど、社会の教育力が貢献できる部分は大きい。 

 

○ 地域における企業の役割も大きい。企業は社会的責任（CSR：Corporate Social 

Responsibility）として、このような地域社会の教育力の向上の役割を担っていくことが求め

られる。例えば、学校等と連携した職業教育・キャリア教育への協力等、企業としての教育力

や資源を活用し、各個人が学習する機会の提供やそのための環境づくりに取り組むことが期待

される。さらに企業では、その社員等が自らの生活を充実させ、また、自ら学習の機会をもち、

それを活用することによる社会参画や貢献を可能とするような環境を確保できるよう、社員の

ワーク・ライフ・バランス の確保のための取組が求められる。 

- 104 -



４．具体的方策 

目指すべき施策の方向性を踏まえ，今後国及び地方公共団体では以下のような具体的方策を

推進することが考えられる。 

 

(１) 国民一人一人の生涯を通じた学習の支援－国民の「学ぶ意欲」を支える 

② 多様な学習機会の提供，再チャレンジが可能な環境の整備 

（学習成果を生かす機会の充実） 

○ さらに，各個人の学習機会の充実のため，また，同時に学習成果の活用のために身近な地域

で誰もがボランティア活動に参加できるようにするため，地域社会におけるボランティア活動

支援センターの在り方を検討し，ボランティア活動の支援機能の充実を図ることが求められる。

このような取組は地域社会全体の教育力を高める様々な活動における人材の確保や，今後特に

期待される団塊の世代の力を生かす観点からも重要である。 

 

(２) 社会全体の教育力の向上－学校・家庭・地域が連携するための仕組みづくり－ 

○ それぞれの地域社会の教育力向上のためには，学校，家庭，地域がそれぞれ持つ教育力の向

上を図ることとあわせて，学校，家庭及び地域住民のほか，その地域の企業やＮＰＯ等の関係

者が，それぞれに期待される役割を果たしつつ，緊密に連携・協力して地域社会が一体となっ

て地域の教育課題等に取り組むことが重要である。国及び地方公共団体は，以下に掲げる施策

等を実施することにより，これらの関係者・関係機関が十分に連携できるようにするための仕

組みづくりを積極的に支援することが必要である。 

 

第２部 施策を推進するに当たっての行政の在り方 

２．今後の行政等の在り方ー生涯学習振興行政・社会教育行政の再構築 

(４) ＮＰＯ，民間事業者等と行政の連携の在り方 

○ 生涯学習振興行政・社会教育行政においては，様々な学習機会の提供や学習活動の実施等に

おいて，ＮＰＯ，中間支援組織及び民間事業者等の民間団体の果たす役割が大きく，地域の実

態等に応じて行政が民間団体等との積極的な連携を進めることが大切である。 

 

○ 民間団体との連携については，国及び地方公共団体によって実施されている様々な施策を講

じることにより，各地域における連携・ネットワークが築かれ，その過程においても深まって

いくものと考えられるが，そのような地域における民間団体との連携の蓄積を行政として目的

意識を持って計画的に行っていくことが重要である。また，その際に，ＮＰＯ，中間支援組織

及び民間事業者等の民間団体に関する情報収集や活動内容に関するデータベースの整備等が

有効である。 

 

○ このような民間団体との連携に当たっての行政の役割は，それらの自主的な「民」による活

動を側面から支援しつつ連携し，持続可能な活力を生み出していくことであると考えられる。

その際の支援としては，例えば，国においては，サービスの受け手に対し，それらのサービス

に対する一定の質や信頼が得られるよう基準づくりを行うことにより，民間団体が活動しやす

くなるような環境づくりを行うことや，自らも情報収集に努め，広く国民に情報提供を行うと

ともに，民間団体による情報提供が積極的に行われるような方策を講じること，さらには施策

を講じる際に様々な行政機関と民間団体との連携が促進されるようコーディネーターとして
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の機能を果たすこと等が考えられる。また，これらの行政としての役割は，都道府県や市町村

においてもその実情に応じて期待されるものである。 

 

○ また，このような民間団体と行政の連携については，ＮＰＯや民間事業者等の自主的な活動

によるものでもあり，今後連携が進んだ際には，地域による格差が生じていくことも考えられ

る。一般的には，民間事業者等が多く存在する都市部では活発な連携が促進されることが可能

であるが，そもそもこれらの民間事業者等が少ない地方においては，地域住民等のニーズに十

分に対応することが困難な場合も多い。このことから，行政の役割として，国においては国民

の教育の機会を確保する観点からも，地域に配慮した方策についても今後検討していく必要が

ある。 

 

○ なお，民間団体も含めた地域における教育力を向上させるための様々な取組においてその財

政基盤の強化の必要性に対する指摘等もあるが，これについては例えば各地域において地域の

教育力向上のための基金等を創設し，地域における企業等も財政的に貢献できるような仕組み

をつくること等が考えられるとの指摘もある。このような仕組みは，同時に地域の関係者の意

識改革にもつながり，持続可能な仕組みを構築するものと考えられる。 

 

○ このようなＮＰＯ，民間事業者等と行政との連携を推進するための具体的な仕組みづくりは

重要であり，例えば行政とこれらのＮＰＯ，民間事業者等との協議会を設けることや，既に取

組がなされている様々な事業等において同様の場がある場合にはその活用を図るなど，各地域

において連携が円滑に進むよう工夫がなされることが必要である。 
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第６期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理 

（平成 24年８月 中央教育審議会生涯学習分科会中間とりまとめ） 

 

 

第１章 今後の社会教育行政等の推進の在り方について 

３ 今後の社会教育行政の取組の方向性～「社会教育行政の再構築」～ 

 

（民間団体の諸活動との連携・協働の推進） 

 ○ 本来、社会教育行政は、住民のニーズに応じて、多様で豊かな学習の場を提供する観点から、

社会教育行政関係団体、民間教育事業者、NPO、さらには、町内会等の地縁による団体を含め

た民間団体の諸活動を支援すべきであり、民間団体が創意にあふれた活発な教育活動を展開で

きるような環境を整備していくことが重要である。 

 

 ○ 今後、社会教育行政は、地域住民の多様なニーズに応えていくためにも、従来より社会教育

の振興に重要な役割を果たしてきた既存の社会教育関係団体に加えて、NPO 等の新たな市民

活動団体や様々な立場のもとに積極的に協力し、より良い地域社会の筆源に取り組んでいける

関係を構築していく必要がある。 

 

（企業等との連携・協働の推進） 

 ○ 今後の社会教育行政においては、企業等の産業界との連携・協働も重要になる。企業は、専

門的かつ高度な人材や施設設備など貴重な学習資源を有するとともに、社会的責任（CSR：

Corporate Social Responsibility）の観点から、地域社会の一員として、地域経済の活性化な

ど地域の課題解決を担っていく役割も期待される。 

 

 ○ また、その社員が自ら学習の機会をもち、自らの生活を充実させるとともに、学習の成果を

活用することによる社会参画や地域貢献が可能となるよう、社員のワーク・ライフ・バランス

を考慮した取組も望まれる。 
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