
「青少年の奉仕活動・体験活動の推進方策等について」答申 ＜一部＞ 

平成１４年７月２９日 中央教育審議会 

はじめに 

  中央教育審議会は，昨年４月１１日に文部科学大臣から「青少年の奉仕活動・体験活動の推進方

策等について」諮問を受けた。その際，具体的審議事項として，①初等中等教育段階までの青少年

に対し，学校内外を通じて様々な奉仕活動・体験活動を充実する方策について，②初等中等教育を

修了した１８歳以降の青年が様々な分野において奉仕活動を行える社会の仕組みづくりについて，

③社会人が生涯にわたって奉仕活動等を行うことができる環境づくりについての三つの検討事項

が挙げられている。 

  今日，いじめ，暴力行為，ひきこもり，凶悪犯罪の増加など青少年をめぐり様々な問題が発生し，

深刻な社会的問題となっている。こうした問題の背景には，様々な要因が考えられるが，思いやり

の心や社会性など豊かな人間性が青少年にはぐくまれていない現実とともに，他者を省みない自己

中心的な大人の意識や生き方，さらには様々な社会的課題に対し行政だけでは適切に対処できない

という状況等が深くかかわっている。 

  社会の形成者となる青少年に自信を持って未来を託すためには，今こそ，こうした問題に正面か

ら向き合い，手立てを講じないと取返しがつかなくなる状況にあると言える。 

  中央教育審議会では，こうした認識に立って，諮問事項について検討し，「奉仕活動・体験活動」

が，我々が直面する問題を解く糸口となると考えた。「奉仕活動・体験活動」は，人，社会，自然

とかかわる直接的な体験を通じて，青少年の望ましい人格形成に寄与する。大人にとっても，家族

や周囲の人々，地域や社会のために何かをすることで喜びを感じるという人間としてごく自然な暖

かい感情を湧き起こし，個人が生涯にわたって，「より良く生き，より良い社会を作る」ための鍵

となる。国民一人一人が「奉仕活動・体験活動」を日常生活の中で身近なものととらえ，相互に支

え合う意識を共有し活動を重ねていくことができるような環境を，皆で協力して作り上げていくこ

とが不可欠であると考える。 

  今回の答申では，「奉仕活動・体験活動」が個人や社会にとってどのような意味を持ち，社会に

おいてなぜ推進する必要があるのか，「奉仕活動・体験活動」の範囲をどのようにとらえるのか等

について整理し，その上で初等中等教育段階までの青少年，１８歳以降の青年や勤労者等の個人の

「奉仕活動・体験活動」の奨励・支援のための方策，「奉仕活動・体験活動」を社会全体で推進し

ていくための社会的仕組みの在り方や社会的気運を醸成していくための方策等についてまとめた。 

  本答申をきっかけとして，個人がごく自然に，日常的に「奉仕活動・体験活動」を行い自立した

個人が社会に参加し，相互に支え合うような社会の実現に向けての取組を推し進める気運が高まる

ことを切に願うものである。 

 

Ⅰ．今なぜ「奉仕活動・体験活動」を推進する必要があるのか 

１．奉仕活動・体験活動を推進する必要性及び意義 

～個人の豊かな人生と新たな「公共」による社会を目指して～ 

都市化や核家族化・少子化等の進展により，地域の連帯感，人間関係の希薄化が進み，個人が

主体的に地域や社会のために活動することが少なくなっている。個人と社会との関わりが薄らぐ

中で，青少年の健全育成，地域の医療・福祉，環境保全など社会が直面する様々な課題に適切に

対応することが難しくなっている。 

資料３ 



  このような社会状況の中にあって，個人や団体が地域社会で行うボランティア活動やＮＰＯ活

動など，互いに支え合う互恵の精神に基づき，利潤追求を目的とせず，社会的課題の解決に貢献

する活動が，従来の「官」と「民」という二分法では捉えきれない，新たな「公共」のための活

動とも言うべきものとして評価されるようになってきている。 

  本答申では，このような，個人が経験や能力を生かし，個人や団体が支え合う，新たな「公共」

を創り出すことに寄与する活動を幅広く「奉仕活動」として捉え，社会全体として推進する必要

があると考えた。 

また，青少年の時期には，学校内外における奉仕活動・体験活動を推進する等，多様な体験活

動の機会を充実し，豊かな人間性や社会性などを培っていくことが必要である。そのような機会

の充実を図ることが，社会に役立つ活動に主体的に取り組む，新たな「公共」を支える人間に成

長していく基盤にもなると期待される。 

現在，我が国では，都市化の進展や核家族化・少子化等により，地域の連帯感が薄れ，地域社会

における人間関係の希薄化が進んでいる。こうした傾向は，自分に直接かかわる事柄以外は行政に

ゆだねる傾向を招き，政府や地方自治体など行政を肥大化させ，社会における自己中心的な考え方

とあいまって，個人が地域や社会のために活動を行うことができにくい一因となっている。 

社会の主要な構成者である企業も，社員のもつ，親，家族の一員，地域の一員としての役割につ

いて理解し，尊重してきたとは言えず，「会社人間」と言われるように，会社以外に居場所や活動

の場を持たない個人を生み出してきた。高齢化の急速な進展により，我が国の老年人口は平成２５

年までに８００万人増加して３０００万人を突破すると言われており，高齢者が社会との関わりを

維持し，活力を持ちながら生きることができるようにすることや，高齢者の能力をいかに活用する

かが社会において重要な問題になっている。 

また，今日，地域社会の様々な分野で，例えば，青少年の健全育成，地域の福祉・医療，災害・

防災への対応，治安の維持，環境保全など解決が求められる様々な問題が生じている。しかしなが

ら，迅速かつ機動的な対応や状況に応じたきめ細やかな対応という点では，公平・公正を基本とす

る行政のみの対応ではおのずと限界がある。 

一方，こうした社会状況の中にあって，新たな動きが見られるようになってきている。我が国を

含め多くの国々で，個人や団体の地域社会におけるボランティア活動やＮＰＯ活動など，利潤追求

を目的としない，様々な社会問題の解決に貢献するための活動を行うことが社会の中で大きな機能

を果たすようになってきている。このような活動は，個人が社会の一員であることを自覚し，互い

に連帯して個人がより良く生き，より良い社会を創るための活動に取り組むという，従来の「官」

と「民」という二分法では捉えきれない，言わば新たな「公共」のための活動とでも言うべきもの

であり，豊かな市民社会を支えるための大きな原動力となっている。 

こうした活動を貫く考え方は，社会が成り立つためには，個人の利潤の追求や競争のみならず，

互いに支え合うという互恵の精神が必要であり，同時に個人が自己実現や豊かな人生を送るために

は，生涯にわたって学習を重ね，日常的に社会の様々な課題の解決のための活動に継続して取り組

むことが必要であるというものである。 

本答申においては，このような，個人が経験や能力を生かし，個人や団体が支え合う新たな「公

共」を創り出すことに寄与する活動を幅広く「奉仕活動」として捉え，個人や団体が支えあう新た

な「公共」による社会をつくっていくために，このような「奉仕活動」を社会全体として推進する

必要があると考えた。 

また，「奉仕活動・体験活動」の意義は，個人の側，特に成長段階にある青少年の側からもとら

えることができる。 

 



人間は生まれてから，次々と経験を蓄積して人間としての成長を遂げていく。新たな経験をする 

と，それが既に蓄積されている経験の中の関連する要素と結合して，その一部を変形したり，切り

捨てたりしながら，新たに蓄積される経験を形成していく。そのような経験には，奉仕活動・体験

活動などのような直接経験もあるし，書物，テレビやコンピュータなどによる間接経験もある。そ

れらが様々に結合して，その人の行動の仕方やものの考え方を形成していく。したがって，経験は

直接，間接の両方をバランスよく豊かにした方が良いとされる。青少年の奉仕活動・体験活動は，

まだ直接経験の乏しい段階において，直接経験を豊かにするという貢献をする。 

青少年の現状を見ると，多くの人や社会，自然などと直接触れ合う体験の機会が乏しくなってい

る。特に，情報化や科学技術の進展は，直接経験の機会を減少させている。青少年の豊かな成長を

支えるためには，学校や地域において，青少年に対し意図的，計画的に「奉仕活動」をはじめ多様

な体験活動の機会の充実を図り，思いやりの心や豊かな人間性や社会性，自ら考え行動できる力な

どを培っていくことが必要である。いじめ，暴力行為，引きこもりなど青少年をめぐり様々な深刻

な問題が生じており，子どもたちの精神的な自立の遅れや社会性の不足などが見られる。このよう

な中で，青少年に，社会の構成員としての規範意識や，他人を思いやる心など豊かな人間性をはぐ

くんでいくためには，社会奉仕体験活動，自然体験活動など様々な体験を積み重ね，社会のルール

や自ら考え行動する力を身に付け，自立や自我の確立に向けて成長していくことができる環境を整

備することが求められている。また，そのような機会の充実を図ることが，将来にわたって，日常

的に社会に役立つ活動に主体的に取り組む人間に成長していく基盤を作ることにつながる。 

○ 青少年にとっての意義 

社会奉仕体験活動，自然体験活動，職業体験活動など様々な体験活動を通じて，他人に共感

すること，自分が大切な存在であること，社会の一員であることを実感し，思いやりの心や規

範意識をはぐくむことができる。また，広く物事への関心を高め，問題を発見したり，困難に

挑戦し解決したり，人との信頼関係を築いて共に物事を進めていく喜びや充実感を体得し，指

導力やコミュニケーション能力をはぐくむとともに，学ぶ意欲や思考力，判断力などを総合的

に高め，生きて働く学力を向上させることができる。 

さらに，幼少期より積み重ねた様々な体験が心に残り，自立的な活動を行う原動力となるこ

とも期待され，このような体験を通じて市民性，社会性を獲得し，新しい「公共」を支える基

盤を作ることにつながるものである。 

○ １８歳以降の青年にとっての意義 

社会人に移行する時期ないしは社会人として歩み出したばかりの時期に，地域や社会の構成

員としての自覚や良き市民としての自覚を，実社会における経験を通して確認することができ

る。また，青年期の比較的自由でまとまった時間を活用して，例えば，長期間の奉仕活動等に

取り組んだり，職業経験を積んで再度大学等に入り直したりなど，実体験によって現実社会の

課題に触れ，視野を広げ，今後の自分の生き方を切り開く力を身に付けることができる。また，

特に，学生にとっては，何を目指して学ぶかが明確になって学ぶ意欲が高まり，就職を含め将

来の人生設計に役立てることができる。 

○ 成人にとっての意義 

これまでに培った知識や経験を生かして様々な活動を行うことにより，自己の存在意義を確

認し，生きがいにつながる。また，企業等で働く者，主婦，退職者など成人は，市民の一員と

して，新たな「公共」を支える担い手となることが期待される。 

将来的にはワークシェアリングなどを通じて労働時間の短縮や多様な就業形態が進展し，社

会人にとって職場での労働以外の時間を生み出すことも予想されるが，奉仕活動等は，社会人

にとっての新たな「公共」を生み出すための活動の場となり得る。 

 



２．奉仕活動・体験活動のとらえ方  ～奉仕活動・体験活動を幅広くとらえる～ 

○ 「奉仕活動」を，自分の能力や経験などを生かし，個人や団体が支えあう，新たな「公共」

に寄与する活動，具体的には「自分の時間を提供し，対価を目的とせず，自分を含め地域や社

会のために役立つ活動」としてできる限り幅広く考える。 

「体験活動」については，特に初等中等教育段階の青少年がその成長段階において必要な体

験をすることの教育的側面に注目し，社会，自然などに積極的に関わる様々な活動ととらえる

こととする。 

○ 奉仕活動には，活動に必要な物品やコーディネートに係る費用など一定の社会的なコストが

生じるものであり，個々の事例により，適切に分担することも認められる。 

○ 個人の自発性は奉仕活動の重要な要素であるが，様々なきっかけから活動を始め活動を通じ

てその意義を深く認識し，活動を続けるというかかわり方も認められてよい。 

１．で述べたように「奉仕活動・体験活動」を身近なものとしてとらえ，日常生活の中で継続し

て行う活動として定着させていくことが大事であり，こうした観点から，本審議会では，奉仕活動

や体験活動に関する基本的事項，すなわち，「奉仕活動・体験活動」の概念や「奉仕活動」に係る

自発性や無償性の考え方等について，以下のように整理した。 

（１）奉仕活動・体験活動の概念 

  「奉仕活動」という用語をめぐっては様々な議論がある。例えば，「奉仕活動」は押し付けの

印象を与えることから，むしろ個人の自発性に着目し「ボランティア活動」としてとらえるべき

ではないかという意見がある。一方，青少年の時期には発達段階に応じて，教育活動として人や

社会のために役立つ活動などを体験し，社会の一員としての意識や責任感を身に付けるようにす

ることも必要であり，そのようなことを考慮すると「奉仕活動」という用語が適当であるとする

意見もある。 

しかしながら，用語の厳密な定義やその相違などに拘泥することの意義は乏しいと考える。 

我々は，個人が能力や経験などを生かし，個人や団体が支え合う，新たな「公共」に寄与する

活動，具体的には，「自分の時間を提供し，対価を目的とせず，自分を含め他人や地域，社会の

ために役立つ活動」を可能な限り幅広くとらえ，こうした活動全体を幅広く「奉仕活動」と考え

ることとしたい。ただし，言葉として，広く一般に定着していると考えられる場合など，「ボラ

ンティア」，「ボランティア活動」という用語を用いることがよりふさわしい場合には，そのま

ま「ボランティア」「ボランティア活動」としても用いることにする。 

こうした観点から見れば，実際，我々の周りには，様々な種類や形態の活動が存在している。

ａ）気軽に取り組める身近な活動から専門的能力が必要な活動や常勤で関わることが必要な活動，

ｂ）個人や子どもが参加する活動から，グループや大人と子どもが一緒になって参加する活動，

ｃ）コーディネーターやボランティア団体等の仲介が必要な活動から仲介者を介せず直接参加で

きる活動，などがある。さらに，地域においては，例えば，自治会活動，青年団活動，消防団活

動，祭りなどの伝統行事への参加など従来から行われている地域の一員としての活動もある。 

また，特に初等中等教育段階での青少年の活動については，その成長段階において必要な体験

をして，社会性や豊かな人間性をはぐくむという教育的側面に着目し，社会，自然などに積極的

にかかわる様々な活動を幅広く「体験活動」としてとらえることとする。 

これらを踏まえ，本報告では，社会全体で奨励していくべき幅広い活動の総体を「奉仕活動・

体験活動」と捉えたい。 

 



（２）無償性の取扱い 

国民にとって「奉仕活動」を身近なものとしてとらえる観点から，活動にかかわる無償性や自

発性の問題については，次のようにとらえることが適当と考えられる。 

すなわち，「奉仕活動」，「ボランティア活動」とも，無償性が強調されがちであるが，この

ような活動を行う際には，交通費や保険料，活動に必要な物品やコーディネート等に係る経費な

ど，一定の社会的なコストを要し，このコストをどのように分担するかについては，個々の事例

により，様々な判断があり得る。このような活動を一般的に定着させていく過程では一部を行政

が負担することも考えられる。また，寄附など社会がいろいろな形で負担する仕組みが形成され

る中で，実費等の一定の経費について，労働の対価とならない範囲で実費や謝金の支払いなど有

償となる場合もあり得ると考えることができる。 

（３）自発性の取り扱い 

  奉仕活動等においては個人の自発性は重要な要素であるが，社会に役立つ活動を幅広くとらえ

る観点からすれば，個人が様々なきっかけから活動を始め，活動を通じてその意義を深く認識し

活動を続けるということが認められてよいと考えられる。特に学校教育においては，「自発性は

活動の要件でなく活動の成果」ととらえることもできる。 

（４）日常性 

  「奉仕活動」を特別な人が行う特別な活動ではなく，新たな「公共」のための幅広い活動とし

てとらえることにより，日常的に参加できる活動として無理なく定着させていく必要がある。

「奉仕活動」を行う立場と受ける立場は固定したものではなく，活動の内容に応じて，常に替わ

るものである。また，活動に楽しみを見いだせる工夫や心の余裕を持つこと，特定の個人に負担

が集中しないような活動の企画や支援体制への配慮などが求められる。 

◎新たな「公共」を担う「奉仕活動」の例 

１．保健，医療又は福祉の増進を図る活動 

（例）高齢者・障害者・子どもたちへの支援活動，子育て支援，ホームヘルプ活動・デ

イケア，グループホーム，移送，食事サービス，家事援助，介護，福祉マップ作

成，声かけ・見守り・話し相手，病院ボランティア，献血支援  等 

２．教育の推進を図る活動 

（例）社会教育講座の講師，行事の運営，いじめ１１０番などの相談活動，図書館・博

物館等でのボランティア，「総合的学習の時間」等の学校の活動の指導者・協力

者，場の提供  等 

３．まちづくりの推進を図る活動  

（例）地域興し，町並み保存，商店街の活性化，花いっぱい運動，町の清掃，都市と農

村の交流，地域情報誌の発行，街づくりの政策提言  等 

４．文化，芸術又はスポーツの振興を図る活動  

（例）オーケストラ，劇団などの運営，音楽会，演劇や映画などの開催，博物館・美 

術館等のガイドボランティア，祭りなど伝統文化の継承・発展，スポーツ大会の

開催，地域でのスポーツ指導  等 

５．環境保全を図る活動 

（例）リサイクル，募金，ナショナルトラスト，大気汚染調査，公園ボランティア，野

鳥・森林の保護，道路，河川や港湾の清掃 

６．災害救援活動 

（例）震災・風水害被害復旧支援，災害ボランティア，消防団活動，防災  等 

 



７．地域安全活動 

（例）防犯，街灯の設置・点検，安全の維持  等 

８．人権の擁護又は平和の推進を図る活動  

（例）社会を明るくする運動，犯罪被害者の支援  等 

９．国際協力活動 

（例）発展途上国・紛争地域への人道支援（募金，援助物資送付），ホームステイの 

受入れ，留学生支援，外国人への観光案内，ＮＧＯ活動への参加・協力  等 

10．男女共同参画社会の形成の促進を図るための活動  

（例）性差別の撤廃，セクハラの撲滅  等 

11．子どもの健全育成を図る活動 

（例）子どもの世話や遊びへの協力，青少年の体験活動への協力（活動の指導者，職業

体験，自然体験等活動の場所の提供），地域の見回り  等 

12．以上の活動を行う団体等の運営又は活動に関する連絡，助言，援助 

（例）団体への情報提供，相互調整，経理処理・人事・労務管理等運営ノウハウ提供，

活動にかかわる安全管理  等 

（注）特定非営利活動促進法による分類を参考として作成 

 

Ⅱ．奉仕活動・体験活動をどのように推進していくのか  

１．奉仕活動・体験活動に関する現状 

我が国の国民は，奉仕活動，ボランティア活動に興味・関心は持つものの，それらの活動の経

験は総じて少なく，情報不足，技術力・知識不足，相談体制の未整備，時間的制約などの理由か

ら，参加することを思いとどまっている人がかなり多いということが伺える。また，子どもにつ

いては，現在，活動に参加している割合は低くなっているが，一方でふだん地域の人たちとふれ

あいのある子どもほど，ボランティア活動等の地域活動に関心を持っているという傾向がある。

これらを踏まえ，興味・関心を持っている人に「もう一歩を踏み出すきっかけ」や「 もう一

歩を踏み出す後押し」となるような仕組みづくりを行うとともに，大人が率先して活動に取り組

み，子どもたちが活動に参加しやすいような環境を作ることが必要である。 

（１）国民の活動，意識の現状 

全国で活動するボランティアは７００万人を超えており，環境保護や社会福祉，国際交流等幅

広い分野にわたっている。 

  平成１０年の特定非営利活動法人（ＮＰＯ）法の制定により，ＮＰＯ法人の活動を支援する基

本的枠組みができ，ＮＰＯ法に基づき法人格を取得した団体が7,439団体（平成14年7月）に

なる等，非営利の活動が多様な場面で継続的に行われる機会が増大している。 

ただ，アメリカやイギリスに比較すると我が国のボランティア活動参加率は低く，特に３０代

前半の若い世代で低いという特徴がある。（「国民生活白書」平成12年度） 

一方，ボランティア活動に対する意識については，「国民生活選考度調査（平成12年）」に

よれば，国民の４人に３人は社会の役に立ちたいと考え，実際にボランティア活動への参加意識

を持つ人は３人に２人の割合となっており，ボランティア活動に対する関心は非常に高い。しか

し，現在活動を行っている人（又は過去に活動を行ったことがある人）は，３人に１人に過ぎな

い状況にある。活動の妨げの原因としては「ボランティア団体に関する情報がないこと」を挙げ

る人が約４割を占め，国や地方公共団体に望むこととして，情報提供や相談体制の整備を挙げる

人が多い。 



（２）青少年の活動，意識の現状 

子どもの地域社会との関わりについては，小学校，中学校，高等学校と学年があがるにつれ少

なくなる傾向にあり，ボランティア活動についても，小学校，中学校，高等学校と進むにつれ少

なくなる傾向にある。学校における体験活動についても，小学校，中学校，高等学校と進むにつ

れ少なくなる傾向にある。（「地域の教育力の充実に向けた実態・意識調査（平成13年9月・

10月調査）子どもの体験活動研究会」，「学校における体験活動の実施状況（平成12年度）文

部科学省調べ」） 

青少年のボランティア活動に対する印象としては，「やりがいがある」「勉強になる」といっ

た項目については肯定的に回答するものが多くいる一方，「遊びより面白い」「かっこいい」と

いった項目については否定的に回答するものが多い。（「青少年のボランティア活動に関する調

査（平成６年）総務省」） 

また，「学生のボランティア活動に関する調査報告書（平成10年）内外学生センター」では，

大学生がボランティア活動を始めるにあたっての障害要因について「大学の時間が忙しい」「情

報不足」「活動のための技術や知識がない」などが挙げられ，支援策として「情報提供」「研修

会等の実施」「単位認定」等が挙げられている。 

 

（備考）「ボランティア活動年報2000年」(社会福祉法人全国社会福祉協議会 
全国ボランティア活動振興センター）により作成 
 
 

 

（備考）「地域の教育力の充実に向けた実態・意識調査報告書」 
（平成13年9月・10月調査）子どもの体験活動研究会により作成 
 

 

 

 



２．初等中等教育段階の青少年の学校内外における奉仕活動・体験活動の推進 

～多様な体験を重ね，豊かな人間形成と将来の社会参加の基盤作りを～ 

初等中等教育段階のすべての青少年に対し多様な奉仕活動・体験活動の機会が与えられるよう

に，学校内外を通じて質量共に充実した活動の機会を拡充していく必要があり，小・中・高等学

校，専修学校高等課程など，初等中等教育段階の時期における発達段階に応じたふさわしい活動

を行うことが重要である。 

学校においては，①活動の連絡調整の窓口を明らかにするとともに，すべての教職員が協力し

て取り組むための校内推進体制の整備，②地域の協力を得るための学校サポート（学校協力）委

員会（仮称）を設けるなど体制作りに努める必要がある。また，実施に際しては，発達段階に応

じた活動の実施，興味関心を引き出し自発性を高める工夫や，自発的なボランティア活動等の高

校における単位認定など，活動の適切な評価などに配慮して取り組む必要がある。また，教育委

員会においては，各学校における取組が円滑に行われるよう，学校での具体の活動の実施のため

に必要な支援措置を講じるなど様々な措置を行う必要がある。  

教育委員会においては，地域の関係団体や関係行政機関等と連携しつつ，支援センターなどの

推進体制を整備し，学校の教育活動と地域の活動の効果的な連携に留意しながら，①教材・プロ

グラムの開発，指導者の養成・確保とともに，②ボランティア活動等を積極的に評価する高校入

試の工夫や「ヤング・ボランティア・パスポート（仮称）」の作成，活用などによる地域におけ

る活動の促進等に努める必要がある。また，企業においても，社会を担う主要な構成者として，

学校や地域における様々な体験活動に対する施設の開放や，社員の指導者としての派遣，青少年

の受入れなど，青少年の奉仕活動・体験活動に対する積極的協力を求めたい。 

国においては，こうした学校や地域における取組を支援するため，推進体制の整備や教職員研

修等に対する支援，参考となるプログラムの開発や事例集の作成等を行うとともに，すべての青

少年が発達段階に応じて，奉仕活動・体験活動を着実に経験できるようにするため，①奉仕活動・

体験活動の実施状況の全国調査，②学校や地域を通じた活動の目標の検討，③ボランティア活動

等と関連付けた大学入試の推進が求められる。 

平成１３年７月の学校教育法及び社会教育法の改正により，学校内外を通じた体験活動の促進が

求められることとなった。学校においては，平成１４年度から実施される新学習指導要領において，

「生きる力」の育成を目指す観点から体験活動を重視するとともに，新たに「総合的な学習の時間」

の創設等を行ったところであり，体験活動を教育活動に適切に位置付け，その充実を図ることが求

められている。 

また，平成１４年度から学校週５日制が完全実施されることを受け，家庭や地域における多様な

体験活動の振興や奨励を一層推進する必要がある。 

高校までの青少年の時期においては，豊かな人間性や社会性を培うため，学校教育や地域におい

て，社会奉仕体験活動，自然体験活動，職業体験活動など，質量共に充実した多様な体験活動を提

供していくことが求められる。子どもたちの豊かな直接体験は，人や社会，自然などへの興味や関

心を高め，思考や理解の基盤となるとともに，問題解決的に活動に取り組むことで各教科等で学ん

だ知識・技能等が生活と結び付き，総合的に働くようになることが期待される。また，様々な対象

と直接かかわることは，机の上だけの学習と異なり，大きな成就感や充実感などが得られるととも

に，他者との関係の在り方を学び，生き方の探求などにつながり，豊かな心の育成や望ましい人間

形成に資するものと考える。 

青少年の時期においては，子どもたちの成長が著しいことから，それぞれの発達段階にふさわし

いねらいや内容を創意工夫し，多様な体験活動を行うことが重要である。小学校の時期においては， 

 



具体的な活動を通した思考から徐々に物事を対象化して認識できるようになり，例えば，身近な対

象にかかわる体験から，教科等の学習も生かして社会や自然などに広く目を向け，かかわる体験に

発展させていくことが考えられる。中学校の時期においては，自己の内面に気付いていくという特

徴が見られ，例えば，自分の思いを生かしながら大人の社会にかかわったり，友達と共に活動し感

動を味わったりする体験が考えられる。また，高校生の時期においては，自己を確立し，成人とな

る基礎を培う段階に当たることから，例えば，社会奉仕や職業など社会にかかわる体験は，自己の

在り方や生き方を考え，将来の進路を主体的に選択する能力や態度を身に付けるとともに，社会に

ついての認識を深める上で重要な要素と考えられる。 

なお，いうまでもなく，すべての教育の出発点は家庭教育にある。家庭は基本的な生活習慣や倫

理観，自制心，他人に対する思いやり，自立心などを育成する上で重要な役割を果たしている。家

庭において，子どもに毎日決まった手伝いをさせるなど家庭での役割を与える，親子で地域の様々

な活動に参加する等，社会を支える一員としての自覚を育む基盤づくりをしていくことが重要であ

る。 

（１）学校における体験活動の充実のための取組 

学校においては，地域における活動との連携と適切な役割分担を図りながら，奉仕活動・体験

活動を学校の教育計画に適切に位置付けて実施する必要がある。その際，学校において次のこと

に配慮することが重要である。 

１）学校としての体制作り 

各学校においては，奉仕活動・体験活動の連絡調整の窓口となる担当を明らかにし校長の指

導の下に全教職員が協力して校内推進体制を整備する必要がある。また，地域の人々の協力を

得るとともに関係団体等との継続的な連携関係を構築し学校の活動に幅広い支援が得られる

ように，保護者，地域の関係者等による学校サポート（学校協力）委員会（仮称）を設けるな

ど推進体制を整備することが求められる。更には，地域のボランティア団体や青少年関係団体

等の人材の協力を得て，学校における活動の推進のための助言者として，具体の活動の企画や

校内研修などに対する支援を受けることも考えられる。 

２）教職員の意識・能力の向上 

  学校の体制作りとあわせて，教職員一人一人が奉仕活動・体験活動の意義や理念を正しく理

解し，これらの活動に係る指導の力量を高めていくことが不可欠である。奉仕活動等の経験の

ない教職員も多い現状を踏まえ，教職員一人一人が自信を持って指導に当たることができるよ

うに，校内の研修はもとより，後述のような教育委員会等が実施する研修や，ボランティア団

体や青少年関係団体等の外部機関が実施する研修等に積極的に参加することが求められる。 

【 学校における多様な体験活動の例 】 

○ボランティア活

動など社会奉仕

にかかわる体験

活動 

・学校の周辺や駅前，公園，河川や海岸等の清掃，空き缶回収 

・花いっぱい運動へ参加しての地域での花作りや環境美化 

・老人ホーム等福祉施設を訪問し話相手や手伝い，清掃，交流 

・幼児への本の読み聞かせや簡単な点訳 

・得意な技術や学習を生かして，車椅子，お年寄り宅の電気製品， 

子どものおもちゃ，公園のベンチ等の簡単な修理・整備  など 



○自然にかかわる

体験活動 

・学校を離れ豊かな自然の中や農山漁村での自然とのふれあいや 

農山漁村体験，登山，郷土食作り 

・学校林等での野鳥の保護活動 

・身近な公園や川等の自然を生かした探求活動，フィールドワーク 

・地域の特色を生かしウミガメの産卵地の保護，生態観察，放流など 

○勤労生産にかか

かわる体験活動 

・地域の農家の指導を得ながら米作りや野菜作り 

・鶏，やぎ，羊，豚などの家畜や魚の飼育 

・地域産業を生かした漁労や加工品製造の体験 

・森林での植林，下草刈り，枝打ち，伐採，椎茸栽培，炭焼き  など 

○職場や就業にか

かわる体験活動 

・生徒の希望を生かして地域の事業所や商店などでの職場体験 

・将来の進路について学ぶインターンシップ  など 

○文化や芸術にか

かわる体験活動 

・身近な地域に伝わる和紙作り，染物，竹細工，焼き物等に触れる活動

・踊り，太鼓，浄瑠璃など伝統文化や芸能を地域の人等から学び伝える

活動，地域の祭りへの参加  など 

○交流にかかわる 

・老人会や一人暮らしのお年寄りを招いてのレクリエーション等の交流

体験会 

・幼稚園・保育所を訪ねたり幼児を招いたりしての幼児との遊び，ふれ

あい 

・小・中・高等学校と盲・聾・養護学校との共同行事等を通じた交流 

・学習を生かした地域の人との学び合いの交流（生徒から：パソコン，

野菜栽培等 ⇔ 地域の人々から：わらじ作り，郷土料理等） 

・地域に在住する外国の人々を招いて生活や文化を紹介し合うなどの交

流 

・農山漁村部の学校と都市部の学校など特色が異なる学校の相互訪問交

流  など 

３）活動実施上の配慮 

体験活動を学校の教育活動として実施する場合，以下の点への配慮が求められる。 

◇教育活動全体を通じた体験活動の充実 

発達段階に応じた適切な活動の機会の提供が行われるよう，自校の教育目標や地域の実情を

踏まえ，学校として活動のねらいを明確にし，現状の教育活動全体を見直し，（ａ）学校行事

等の特別活動，総合的な学習の時間をはじめ教科等の学習指導，及び部活動等の課外活動など

教育活動において適切な位置付けを行うこと，（ｂ）小・中・高等学校等のそれぞれの取組に

継続性を持たせ，発達段階に即して活動の内容や期間等を工夫すること，（ｃ）各教科等にお

ける学習指導との関連を図ることなどが求められる。特に教科担任制を採る中学校・高等学校

においては，教科担任の教員の間の緊密な連携協力が求められる。 

また，長期休業日は，まとまった体験活動を行いやすい。学校も，児童生徒が任意で参加す

る活動などを計画，実施したり，地域における社会福祉協議会，ＮＰＯ関係団体，青少年団体，

少年自然の家や青年の家等の青少年教育施設などの関係団体等による取組に協力したり，様々

な活動の場や機会についての情報の提供を行うなどして，子どもたちの体験活動の充実に努め

ることが大切である。 

 



◇興味・関心を引き出し，自発性を高める工夫 

子どもの興味・関心を引き出し，自発性を育てる工夫として，例えば，（ａ）発達段階や活

動の内容に応じ，活動の企画段階から子どもを参加させたり，（ｂ）子どもが選択できるよう

多様な活動の場を用意することも考えられる。 

◇事前指導・事後指導 

活動前に，体験活動を行うねらいや意義を子どもに十分理解させ，子どもたちがこれから取

り組む活動についてあらかじめ調べたり，準備をしたりすることを通じ，意欲を持って活動で

きるようにするとともに，活動後は，感じたり気付いたことを振り返り，まとめたり発表した

りするなど，適切な事前指導・事後指導が大切である。 

◇活動の円滑な実施のための配慮 

活動を効果的かつ安全に行うために必要な知識・技能やマナー等の習得のための事前指導が

必要である。また，活動内容によってはあらかじめ実地調査による点検等を行う必要がある。 

さらに，活動によっては，例えば，受入人数の適正化や受入先との綿密な連絡調整など企画

段階での配慮，活動を実施する際の留意点などについての十分な調整，参加者への周知・活動

を支援するボランティア等の参加など受入先等への十分な配慮が必要である。また，例えば，

学校において受入先を公表すること，感謝状や受入先であることを示す証（あかし）を贈呈す

るなど活動の場を提供した受入先が社会的にも評価されるような取組も重要である。 

◇活動の適切な評価 

体験活動の評価については，点数化した評価ではなく，子どもの良い面を積極的に評価し，

どのような資質や能力が育っているのかという観点を重視して適切に行う必要がある。その際，

子どもの感想・意見，保護者の感想・意見，受入先の感想・意見等を把握するなど適切な評価

を行うための工夫をするとともに，その結果を次年度以降のプログラムの内容や活動の在り方

に反映させていくことが求められる。また，高等学校においては，生徒の地域での自主的なボ

ランティア活動等について，後述の「ヤング・ボランティア・パスポート（仮称）」等の活用

などにより，これらの活動を単位認定するなど積極的に評価することが考えられる。 

◇事故発生時の備え 

緊急時対応マニュアルを作成するとともに，必要に応じた地域の警察・消防等への事前の連

絡，緊急時の連絡先リストの作成などの準備，保険の利用を行うことが必要である。また，事

故の事例や事故予防の取組についての情報を提供することも求められる。なお，指導者等を含

め損害事故や賠償事故を安価な保険料でカバーする保険の開発が望まれる。 

４）委員会の役割 

◇学校での取組の推進・支援 

都道府県，市町村の教育委員会においては，学校における取組が着実に実施されるように，

後述の協議会・支援センター等を通じて，関係団体等と連携しつつ，基本的な活動方針等の策

定や，児童生徒の発達段階に応じた適切な活動プログラムの開発や教職員向け手引書の作成を

行うほか，学校での具体の活動の実施のために必要な支援措置を講じ，学校の取組を推進し，

支援することが求められる。 

◇教職員の意識・能力の向上 

教育委員会においては，教職員の資質能力の向上のため，地域のボランティア推進団体等の

協力も得ながら，次のような取組を行うことが考えられる。 

・職員の初任者研修を始め各種研修においてボランティア講座や体験活動等の機会を設ける

（初任者研修においては，奉仕体験活動，自然体験活動に関する指導力の向上を重視する）。 

 



・活動の企画や指導などの中心となる教職員を養成するために，地域のボランティア推進団体 

等が実施するコーディネーターや指導者の養成講座等への参加を研修に位置付ける，ボラン

ティアセンター，ＮＰＯ等での長期社会体験研修を実施する。 

また，以下のような取組を行うことが考えられる。 

・夏休み等の長期休業期間など，授業がない期間を利用して，教職員に奉仕活動・体験活動等

も含めた研修の実施や機会の提供を図る。 

・児童生徒の受入れ先となる施設や団体等で教職員の研修を行う等により，学校と受入施設や

団体等との連携を深めるとともに，受入先の施設や団体等の実情を学ぶことにより，教職員

の連絡調整能力を高める。 

また，教育委員会においては，①教員養成大学等と連携し教員を志望する学生を教育支援ボ

ランティアとして活用すること，②教員採用選考においてボランティア活動等の経験を一層重

視するための工夫（例：ボランティア活動等の有無を記載する欄を充実させる。）も求められ

る。 

（２）青少年の学校及び地域における奉仕活動・体験活動の促進のための取組 

学校及び地域を通じて，初等中等教育段階の児童生徒に対して，奉仕活動・体験活動を推進す

るためには，学校・地域・家庭が連携してこれらの活動を支援することができるような仕組み作

りをすることが必要である。個別の教職員や地域の有志の属人的な努力や善意だけにその推進を

依存していては，活動を長期にわたって存続させることができず，その効果も減殺されてしまう。

このため，これらの活動の推進を図るために，以下のような体制等を整備していく必要がある。 

１）学校及び地域の連携の在り方 

  学校の教育活動と地域の活動のそれぞれの特性を生かすとともに，相互の有機的な連携が求

められる。 

このため，特に市町村レベルにおいては，教育委員会が中心となり，あるいは主唱して，地

域のボランティア推進団体や，福祉，農林水産，商工などの関連行政部局が密接に連携し，後

述の支援センターなどの推進体制を整備することが重要である。 

また，地域での活動と学校での教育活動が日常的に密接な関係を持つ必要があり，①学校サ

ポート（学校協力）委員会などの学校の推進体制への地域の関係団体の参加や，②地域で行わ

れる奉仕活動・体験活動について，学校を通じて児童生徒やその保護者に情報提供を行うなど，

日常的な連携協力関係を保つ工夫が必要である。 

２）地域における活動の促進 

教育委員会，社会福祉協議会，ＮＰＯ関係団体，スポーツ団体，青少年団体等地域の関係機

関・団体が連携し，地域での多様な幅広い奉仕活動・体験活動の機会を拡充し，青少年の活動

への参加を促していく必要がある。その際，例えば，ａ）高校生と小・中学生など地域の異年

齢の青少年が協力して自ら活動を企画し実施する，ｂ）親子が共に活動に参加する，ｃ）従来，

地域社会とのかかわりが薄い傾向にあった中高年が協力して活動を企画し実施する，ｄ）小・

中学生の活動への参加のきっかけや励みの証を作る（例：ボランティア活動等を記録するシー

ル等），など地域ぐるみで活動を活発にしていく工夫が求められる。このため，後述のように，

学校の余裕教室等を活用し，地域住民が関係機関・団体等の協力を得て活動を行う拠点（地域

プラットフォーム）を整備するなどの取組が期待される。 

また，企業においても，社会を担う主要な構成員として，学校や地域における様々な体験活

動に対する施設の開放や，社員の指導者としての派遣，青少年の受入れなど，青少年の体験活

動に対する積極的協力を求めたい。 



地域での自発的なボランティア活動は，特に中・高生にとって，人間としての幅を広げ，大

人となる基礎を培う意味で教育的意義が大きいが，現状では十分に行われているとは言い難い。

このため，例えば，（ａ）高校入試においてボランティア活動等を積極的に評価する選抜方法

等を工夫する（例：調査書に活動の有無を記載する欄を充実させる。推薦入試において活動経

験について報告書を提出させる等），（ｂ）高校生等が行う学校や地域におけるボランティア

活動などの実績を記録する「ヤング・ボランティア・パスポート（仮称）」を都道府県や市町

村単位で作成し活用する，などの方策について検討する必要がある。 

特に「ヤング・ボランティア・パスポート（仮称）」については，青少年の日常の活動の証

としたり，高等学校における単位認定や，就職や入試への活用，文化施設，スポーツ施設等公

共施設の割引や表彰を行うなど，いろいろな形での奨励策を検討することが考えられる。国に

おいても，「ヤング・ボランティア・パスポート（仮称）」の全国的な普及・活用が促進され

るように，例えば①全国的なボランティア推進団体，関係行政機関・団体等が連携協力しパス

ポートの標準的なモデルを作成する，②入試や就職等で適切に活用されるよう大学や企業等に

対し働き掛けるとともに，国等の行政機関においても，採用等に活用する，③青少年が文化施

設，スポーツ施設を利用する場合の割引などを関係機関・団体等に呼び掛けを行うなどの取組

を検討する。 

（３）国等において取り組むべき方策 

国等においては，以上のような学校や地域における取組を支援するため，関係省庁とも連携し

つつ，（ａ）地域における推進体制の整備及び様々な場や施設・団体等における活動の受入れの

促進，（ｂ）奉仕活動・体験活動に関する教職員研修の充実，（ｃ）青少年を対象とした学校や

地域における発達段階を踏まえた魅力ある活動プログラムや活動に携わる指導者養成プログラ

ムの開発・支援や，他のモデルとなる先駆的な実践の促進と学校や地域の参考となる事例集の作

成，教職員向け手引書の作成，（ｄ）教員志望学生による教育支援ボランティアの全国的普及，

（ｅ）子どもゆめ基金等を通じた体験活動を行う団体等に対する助成の取組を推進するとともに，

青少年が小・中・高等学校それぞれの段階において，その発達段階に応じた活動の機会を得るこ

とができるようにするために，次のような取組の検討が求められる。 

１）奉仕活動・体験活動の実施状況の全国調査 

  現状においては，青少年の奉仕活動・体験活動が必ずしも十分行われていない状況にかんが

み，学校内外を通じた青少年の活動の全国的な実施状況調査を実施し，その結果を分析・公表

し，各学校及び地域での取組を促す。 

２）学校内外を通じた活動の目標の検討 

  活動の実施状況や支援体制の整備の進展状況等を見極めた上で，今後，青少年が高等学校卒

業段階までに学校や地域を通じて行うことが期待される活動の目標を検討する。 

３）ボランティア活動等と関連付けた大学入試の推進 

  高等学校段階までの青少年の学校内外の生活において，大学入学者選抜の在り方が与える影

響が大きい。大学にとっても，高等学校段階までに多様な体験活動を行った生徒は，大学入学

後の学ぶ姿勢や意欲が高く大学教育の活性化にも資するものと考えられる。このため，大学に

おいては，受入方針において，ボランティア活動等を積極的に行う学生を評価することを明確

にし，例えば，論文試験にボランティア活動の実践を含め高等学校時代の活動を前提とした出

題も含める，先述のヤング・ボランティア・パスポート（仮称）を活用する等，高等学校段階

までの活動経験と関連付けた大学入学者選抜の取組が期待される。 


