
野外におけるコミュニケーションスポーツイベントの開発

一一障害者とその家族両者の余暇の充実に向けて一一
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1 .背景と目的

余暇の充実は生活の質を向上させるための重要な要素の一つであり、心身の健康の

維持や、仲間とのコミュニケーション、社会との繋がり 、自己実現などの価値や効果

を求め、それぞれのライフスタイルや晴好に合わせて様々な過ごし方が選択されてい

る。 2017年調査のレジャー白書 2018によると、最も積極的に取り組まれていた余暇

活動は、 7年連続首位を確保する国内観光旅行であり、続いて外食（日常的なものを除

く）、 読書、 ドライブ、映画（テレビは除く）であった。

ここで、障害者の余暇に特化した調査を見ると、その内容は、一人または家族とテ

レビやDVD鑑賞、買い物をするなど限定的になる傾向があり（柴山ら、2004）、重度知

的障害者の生徒に対する余暇支援の課題について、 特別支援学校教員は、障害の状態

に対応するための人材不足や支援の困難さ、本人の興味関心に沿った内容を見出すこ

とに困難さを感じている（伊藤ら、 2007）こ とが報告されている。さらには、就労する

障害者の職場以外での過ごし方については、 平日の仕事の後は、障害の程度が比較的

重いほどまっすぐ家に帰るケースが多く、余暇を過ごす相手については、比較的重度

の人ほど家族以外の選択肢を選ぶ機会がないとい うことが推察されており、中度から

重度の障害のある人への対応が課題であると述べている（小林ら、2004）。

これら、障害者の余暇活動を阻害する要因として、施設環境の不整備、情報や専門

家の不足、周囲の理解の不足（安田ら、2006）、自身に障害があることによる諦め（加藤、

2017）などが挙げられている。 さらに別の視点から、障害者の余暇実施に関する保護者

の負担感について、丸山（2004）は、重度知的障害者に付き添う介護者の多くが母親で

あり、余暇支援も私的に行う状況があることを示している。

これらのこ とから、障害者とその家族の余暇については、家族内の余暇充実の必要

性を感じつつも、障害の状態や年齢・家族構成、当事者家族自身が想定する外出可能

な場所等の影響から、障害当事者の障害の状態等に合わせて活動内容や行き先を決定

するか、家族別々に活動することを選択する傾向にあり（筆者、当事者家族への聞き取

り）、 その結果、さらに活動内容そのものや、コミュニケーションをとる相手が限定的
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にならざるを得ない悪循環があるのではなし1かと考えられた。

これまでにも、嘩害者の余暇の充実について、余暇支援フ。ログラムの開発は行われ

てきたが、障害者本人のみを対象としたものや、本人の実施するものに保護者が参加

を合わせた活動内容であるもの（土田、 1999、山本、 2012、荒井、 2008ほか）が多く 、

“共に楽しむこと”を視点／始点とするものは少ない。

そこで、本研究では、障害者とその家族が一緒に楽しめ家族参加型コミュニケーシ

ョンスポーツイベン トを開発し、その効果を検証することで、障害者とその家族の余

暇の充実に向けた今後の方策を得ることを目的とした。

なお、本研究における仮説は、 『参加家族の参加に対する心理的・身体的負担感を軽

減した、共に楽しむためのコミュニケーションイベントは、家族全員の積極的な余暇

活動参加を促す。』とした。

2. 方法

( 1 ）対象

余暇活動の種類には様々なものがあるが、本研究における対象フィ ールドは、自然

の中での身体活動を伴うイベントを企画すること にした。その理由は、筆者が 2017

年に実施した、障害者の自然体験を伴う余暇活動ニーズについての調査において、家

族や仲間と一緒に、または障害があっても健常者と同じように、キャンプや登山など

をしたい、と回答する人が多数おり 、野外での余暇活動そのものに興味がないのでは

なく 、自身に障害があるから難しい、 と諦めている現状が見えてきた（加藤、 2017）か

らである。

イベントの対象者は、家族への負担や、自身の障害を理由として自然の中への外出

が最も難しいと考える可能性のある、車椅子利用者とその家族や友人とした。

( 2）イベン卜の企画

車椅子利用者とその家族が自然の中で共に楽しめるイベントを企画するにあた り、

まずは、 家族それぞれの参加に関する心理的・身体的負担感や不安感を軽減すること

が必要である と考えた。そこで、重度肢体不自由者とその家族の野外での余暇活動実

施支援に関する専門家と協議を重ねながら、1）移動手段のサポートがあり 、2）車椅子

利用者とその家族問で、または参加家族同士が積極的にコミュニケーションをと りな

がら、全ての人が主体的に参加でき る以下のようなスポーツイベントを開発した。

このイベン卜は、障害のある者を含む2名以上でチームを組み、制限時間内に、地

図上に設定されたポイン卜と、参加者やキャストから出される課題をクリアすると得

点になるキャラクターを探して、合計ポイン卜を競うインクルーシブリアルゲームで

す（イベントチラシルール説明一部改変）。

なお、車椅子利用者等がいる家族の移動手段の確保と して、イベント実施場所の特

性を考慮、し、アウトドア用車椅子、車椅子牽引装置、電動遊覧カー ト、四輪マウンテ
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ンバイクなどを採用した。

( 3）事前ミーテイングの実施

本研究及びイベントの趣旨を共有すべく、学生スタッフに対してイベント実施に向

けたミーティングを計2回行った。本イベントに参加する学生は8名で、 うち5名は、既

に車椅子利用者とその家族を対象としたイベント（秋季または冬季） に参加したことが

あり、車椅子利用者との関わり方や、イベントの趣旨をある程度理解している 2年生

である。残りの3名は、今回初めて本イベントに関わる1年生であった。

ミーティングでは、イベントの趣旨説明及び、障害当事者とその家族や他のイベン

ト参加者に対する接し方の留意点、各人がイベントで提案するゲーム課題について取

り扱し、（図1）、イベントの前日には準備及び打合せを行った（図2）。接し方への留意点

については、車椅子の介助法実習も踏まえながら、 「障害の前に一人の人として関わ

ること」 「わからないことは聞くこと」 「その際はコミュニケーションをとる対象を

見極めること」を強調した。例えば、 なんらかの方法でコミュニケーションができる

障害のある人に対しては、本人のことは本人に話を聞こうとし、本人を無視するよう

にして、その家族や介助者に話をしないということである。

図1）学生が考案したゲーム 図2）車椅子の操作介助練習

(4）イベン卜の実施

イベントの告知は、障害者とその家族を対象とした野外活動を展開する団体や、ユ

ニバ一サルツ一リズ、ムを推進する関連団体の SNSやイベン ト開｛崖施設のホ一ムべ一

ジで

一リズ、ムの推進に力を入れているF高原の協力を得て実施した。

イベントは、5時間の制限時間を設け、1家族がチームとなり、より多くのポイント

を獲得していくものである。ポイントカードの裏には会場全体の地図はあるが、決め

られた道順はないため、休憩の場所や時間も含めて家族内で作戦を立てながらポイン

トを集めていくこととなる。 ポイ ントには、大きく 分けて、エリアポイントと人物ポ

イントが設定されており、 それぞれ配点や獲得方法が異なる。
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つまり、エリアポイ ントとは、 F両原内に設置された 4箇所のポイントであ り、こ

れらを獲得するためには、受付のあるメインエリアにおいて、常用する車椅子から専

用の機材や、電動の遊覧カートに乗り換えて、最大標高差 200mを家族でゆっ くり と移

動しながら獲得していくものである。

また、人物ポイントとは、参加家族及びスタッフそれぞれに割り当てられたポイン

トであり、相手から出されたクイズや課題に取り組むことで、その相手が付与できる

ポイントを獲得することができる。それぞれ会場内を移動しながらイベントに参加し

ているため、いつ出会うか、どこで出会うかわからない楽しさを残した。その人物が

何点のポイント授与者であるかは、胸に貼られた色分けされたシールで、確認すること

ができた。

(5）イベン卜の効果検証について

本研究におけるイベントの対象者は、車椅子利用者とその家族であるが、イベン ト

の特性上、イベントのスタ ップも会場を回りながら各人が課題を提示するため、 スタ

ップもイベント参加者として捉えることができ る。そこで、開発したイベン トの効果

については、障害者とその家族から と学生スタッフからの両者から情報を収集し、分

析することとした。

つまり、障害家族当事者については、イベントで使用したポイ ントカード及びイベ

ントに関するコメントを分析対象とし、学生スタ ッフについては、イベント終了後、

日を改めて半構造化面接手法によるインタビ、ューによって得られた内容を分析対象と

した。学生への聞き取りは 1回 90～120分で、「参加者の様子とそこから感じたこと」

「白然の中での活動の意義や、イベントの魅力について」「イベント参加による自身へ

の影響」などを聞き取った。

参加家族及び学生スタッフには、調査趣旨及びデータの取り扱いについて口頭で説

明を行い、同意の得られたデータを扱う こと とした。さらに学生に対しては、回答内

容に正解はなく、感じたままの感情や表現を述べてほしいことを伝えた。また、聞き

取りの内容は本人の了解を得て ICレコーダーに記録し、逐語録化した後、文脈の意味

が変わらないよ うにキーワードを抽出しさらにそれらを説明する上位概念を形成した。

分析の内容については、イベン ト共同開発者からのスーパーパイズを受けた。

3. 結果

( 1 ）イベン卜への参加状況について

1 ）参加家族について

イベン トに参加した障害のある人及びその家族は、介護ヘルパーとの参加も含めて、

述べ 15組 48名で、あった。参加の形態は、“車椅子またはバギーを利用する子ども”と

“きょ うだい ・保護者 ・友人等”が最も多く 、他には、“車椅子を利用しない肢体不自

由の子ども”“肢体不自由のないその他の障害のある子ども”“車椅子を利用する成人”

と “きょうだい・保護者 ・子ども ・友人等”というケースもあった。
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イベントの参加者は、 SNSや HP等での情報収集、 知人や特別支援学校教員からの紹

介で本イベントの開催を知り、半数以上は、 2015年から 2017年まで F高原で実施さ

れていた類似するイベントに参加したことのある家族で、あった。

それぞれの居住地は、長野県、山梨県、東京都、愛知県、神奈川県であり、会場か

ら3時間かけて参加した家族や、当日 の朝思い立つて東京から駆けつけたグループ、

近隣のペンション等に宿泊をして参加した家族もいた。

2）スタッフについて

学生スタップは、筆者がスカウトした学生 8名の他に、看護・福祉を専攻する5名

が大学の実習として参加した。また一般スタッフと しては、 17名が参加し、看護や福

祉の分野の職業に就いている人もいれば、そ うでない人も集まった。イベン トへの参

加理由については、「去年参加して面白かったため」「フィールドワークや、山登りが

好きで、行ってみたいと思ったため」「どうやったら車椅子で白然の中で遊ぶことができ

るのかと疑問に思ったため」「自分の経験や人脈を広げられると感じたため」「定年退

職をし、これからボランティア活動をしようと考えていたため」などが挙げられた。

( 2）イベン卜の効果について

1 ）参加家族の視点

以下の表に、協力の得られた参加家族のポイントカードについて、 合計得点とその

内訳を示した（表 1）。表内の色綱掛けをした、エリアポイント（20点×獲得箇所）と人

物ポイント｛( 15点×人物ポイン ト①獲得人数）十（10点×人物ポイ ント②獲得人数）＋

(5点×人物ポイント②獲得人数）｝を計算したものが、参加家族がチームとしてゲーム

内に獲得した合計点である。 なお、各家族には 10点（表 ：人物ポイ ント②）、フタップ

には 5点（表 ：人物ポイント③）、 不定期で会場に登場するスタッフには 15点（表：人

物ポイン ト①） を割り当てた。

その結果、最も得点が高かった家族は、180点を獲得し（G）、最も低かった点数は、

30点で、あった（途中帰宅家族）。そして、各家族の得点の内訳を見てみると、 7家族中

5家族がエリアポイ ントを獲得したことがわかった。

また、人物ポイ ントについては、全ての家族が会場内にいる 5名以上に話しかけ、

その相手から提示される課題を行い、 点数を獲得した。最も多い家族は、制限時間の

5時間（休憩等含む）のう ちに18人に話しかけていた（G）。また全ての家族がl名以上の、

他の参加家族に話しかけ、うち 3組の家族が、獲得した人物ポイントのうち、 114以

上のポイントを他の参加家族から獲得した（人物ポイント②÷人物ポイント× 100、

B=57.1%、C=28.6%、F=25.0%）。なお、参考ではあるが、2日間の最高得点は 280点で

あった。
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表 1)参加家族の獲得点

エリアポイント 人物ポイント① 人物ポイント② 人物ポイント③
人物ポイント家族 (20点／1箇所） (15点／1人） (10点／1人） (5点／1人） 合計点

単位箇所 単 位 人 単位人 単位人
単位人

A 。 。 4 5 30点

B 。 4 2 7 65点

c 3 。 2 2 7 90点
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4島.............................................. ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ..・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ........・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..........・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．

D 4 。 7 12 125点

E 4 6 12 135点

F 4 。 4 8 16 160点

G 4 4 9 18 180点

これらの結果に関連して、専用の機材を使って移動することについて、「こんなに

負荷がかからないのかと感じている。普段（車椅子で）芝生に入ることは正直大変だが、

今日は楽だ。」と芝生の坂を下ってエリアポイントを獲得しにいく家族や、「カートに

乗ったり、いろいろな人と話をしたりできて楽しかった。」と話す家族もいた。また、

「家族で楽しくゲームができました。秋ばれの山道を歩いて風や木々のいろどりや景

色を感じることができ、いい思い出ができました。いっぱいクイズ、や、ンールを貼れて

楽しかった。来年もまた来たいです。」 という感想もあり 、次回の参加を期待している

様子もみられた。

2）学生スタッフからの視点

次に、学生スタ ップの視点からイベントを評価する。 インタビューでは、 8名の参

加者のう ち7名の学生から収集することができたが、本報告では、 参加者同様、新鮮

な視点からのコメントを得るため、初めて障害者とその家族が参加するイベントに関

わった 2名の結果について分析した。なお、結果及び考察内の『』は、インタビ、ュー

内容から生成された概念を、日 は、いくつかの概念、をまとめたカテゴリ一、「 」は

これらの内容を表すコメントの具体例と注目部分である。

分析の結果、開発したイベントは、参加家族及びスタップにとって、【参加者との

交流］や 『自然の中に出かける』ことや 『心身の解放』といった ［自然の中で楽しむ］

ための機会であったことがわかった。また、参加者と して『多様な人を受け入れ』る

ことで参加者同士の『関わりの変化』が見られる ［多様性の受け入れ］を可能にする

イベント特性が見えた。

さらには、学生スタ ップ自身にとっては、イベント参加家族の余暇活動実施を支え

るという視点だけでなく、 参加者との関わり方や、 物事の考え方について 『自分で考

える』こ とや『他の参加者から学ぶ』ことを通して、目の前にいる『障害者の生活の

一部を知る』とし、った 【関わりの中からの学び］が得られる機会で、あったことがわか

った（表 2）。
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カテゴリー

参加者との交流

自然の中で楽しむ

多様性の受け入れ

関わりの中からの学び

概念

参加者との交流

自然の中に出かける

心身の解放

多様な人を受け入れる

関わりの変化

自分で考える

他の参加者から学ぶ

障害者の生活の一部を知る

表2）生成されたカテゴリー及び概念とその具体例

具体例

0「参加者の方と一緒に、創造の森のところを一緒に一周させてもらって。なんか車椅子とかを押させて
もらって、一種に鯖撞喋ったり。その参加者保護者の方とも色々話したりして、それが笛樟楽しかったで

~ 「なんかすれ違いの時l二、参加者じゃない人と、参加者の人がなんかζんにちはって挨拶をしている
のま見て、やっぱ山の虫っていいな自って思っていました自」

0「やっぱその一、車椅子とじゃなくても、やっぱこういうところ、場所って、日常と全然違うっていうのが
があると思うので、車椅子の人たちにとっては、より一層非日常っていうのが楽しめるんじゃないかなっ
てのがあります。」

0「（山で活動する楽しさについて）なんか広くて、壁がないから、なんか結撞大きい声で喋ってても周り
に聞こえないっていうので、昔段話さない話とかも結撞友達と話したり。何歌ってても、誰からも何も冨わ
らなかったりするので。そうですね。邪魔がないってしヨか自」

0「子供達とか、そのなんていうんですか。車撞子の子供を桂つつてのもそうで、すけど、その兄弟とかの
方たちも結撞楽しんでてs』

0「（以前の経験から、最初はどう関わったらいいかと思っていたが）なんか、その話しかけるとかにして
も、なんか全然関係ない話から、自然の話とかなんか、なんていうんだろう、なんか『どうですか？』みた
いな、逆に質問をしてみたりして、その話に乗るとか。『なんか違う話しかけ方』ってし、うか。なんかそうで
すね、もっと、んー自分から質問したり、相手の話に合わせるっていうか、え一、なんか難しいけど。なん
か、あんま障害のことを気にしないで、普通の人として、普通のなんか日常的な会話をするとか、で話し
かければもう全然胆題ないし。」

0「あと、やることがま、ちゃんと決められていないから、なんかゲームとかも自分で考てたり。なんか、
その『自分で、考えて釘動するっていうのがそういう場面が鯖撞多くて、なんか、そうですね日それが勉強
になったっていうか。自分で考えてっていうのが（違う）。 」

0「なんか、なんて話しかけたらいいのかわからなくて話しかけられなかったみたいな感じだったので。
普通に、 挨拶からなんかなんていうんですか、どこまで、集まった？みたいな話とか、そういうのを見て、
あ、自分もそういう話しかけ方でやてみようって。」

0「すごい坂道を、すご、い全身使っても押しても、すご、い力が必要だったんですけど、なんかその、お母
さんだと思うんですけど、お母さんがもうスイスイと行ってどんどんと行っちゃうのをみて、やっぱ、慣れて
いると違2んだ主って思いました且」

具体例はコメントまま、下線部は注目箇所。補足について筆者カッコ書きにした。



4. 考察

以上の結果から、開発したイベントの効果と課題について、いく つかの点から考察

する。

( 1 ）イベン卜の参加人数について

今回のイベントでは、SNSや HPでの情報収集、知人等からの紹介により 、遠方他県

からの参加者も多く、 2日間で 15組 48名の車椅子利用者とその家族が参加した。中

には昨年まで同施設で実施していたイベントからのリピーターもおり 、自然の中での

家族参加型のイベントに対して、何かしらの意義や楽しさを感じている と考えられた。

学生スタ ッフ 2名は、「もう少し参加人数がいればもっと盛り上がったのに」という課

題を挙げていた。しかし、障害者とその家族の余暇活動の現状や、芝生で標高差のあ

る山を会場とした実施場所で、あったこと、また、前日 までの台風の影響で開催規模の

縮小や見送り検討の記事を HP等で掲載していたことなどを踏まえると、十分な参加

人数で、あったと言えるのではないかと考えられる。

( 2）参加者の積極性について

次に、上記の点に関連して、バリアフリー環境ではない場所でのイベント開催にお

いて、 なぜこれほどまで人が集まったのか、その要因を探る。

1 ）移動の積極性について

まず、ベースにあるものとして、会場の所在地は、高速道路の最寄りインターから

30分程度の場所にあり、 関東圏からのアクセスが良いという立地であること、 またユ

ニバーサルツーリ ズムに対して積極的であり、 このような情報を収集している対象と

なる家族に認知されていることなどが影響していると考えられた。

また別の視点から見ると、このイベントに参加するために、片道 3時間かけて参加

した家族や、宿泊を伴い 2日とも参加する家族、 1日はイベントに参加し、も うl日

は観光をする としづ家族もいた。肢体不自由者の外出行動について浅賀（1995）は、「自

力での移動能力が低い群ほど外出頻度が低く、移動能力に関わらず、移動上の障害、

身体的な理由、移動に関する不安や恐怖感などが阻害要因としてあげられた。また、

車椅子介助群において、知覚・排尿障害といった機能障害から冬季の外出意欲の低下

が見られる」ことを報告している。このような中で、本イベントに参加した家族は、

自宅を出る時点から既に、 参加への不安感や負担感よ りも、イベントに参加すること

そのものや、イベントに参加するために出かけることへの価値が参加家族にとって高

く評価されていることを示していると考える。

その一つの判断材料として、アウト ドアでの活動をサポートする専用機材の存在が

大きかったのではなし、かと考える。イベントでは、 多くの車椅子利用者が通常の車椅

子から専用の機材や電動カー トなどに乗り換え、標高差のある会場に散りばめられた

ポイントを獲得しに出かけ、結果として、すべての家族が、山を登るまたは下る、場
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所を移動するなどして、一度は受付のベースエリアから居なくなった時間帯も見られ

たほどだ、った。

移動の積極性に関連して、ある家族は、機材の説明をしていない段階では、イベン

ト会場の地図を見ながら、 「でも車椅子だ、ったら上（山頂）まで行けないですよねJと語

っていた。またある家族は、「アウトドアでの活動は好きで家族で行く が、（車椅子の

子どもがし1るので、）結局何もしないままになってしまっているの」「普段は車椅子なの

で行ける場所が限られている。」と語っており 、日常生活での行動範囲の限定や、移動

への負担感を感じていることがわかる。しかし一方で、 「こういう（専用の）道具がある

とすごく楽しめる。アウトドアの好きな他の家族にも紹介したい。」「（ここは）車椅子

でも遊べる場所だ。」としづ保護者やき ょうだいからのコメントがあった。また、車椅

子利用当時者からも「（みんなで）一緒に楽しめる場所で、心配事はない。」としづ 言葉

があったことや、終了時刻し、っぱいまでゲームを楽しみ戻ってきたケースが多かった

ことからみても、参加家族の安心感と積極的な移動を引き出す要素の整ったイベン ト

であったと推察される。

2）コミュニケーションの積極性について

上記では、積極的な移動を促した要素として、立地や環境条件、移動サポートの点

から考察してきたが、さ らにもう一つの要素として、イベント内で重視してきた、“コ

ミュニケーション”があるのではなし＼かと考える。

今回、イベン ト内でより多くの得点を獲得するためには、場所または人を探して点

数を重ねていく ことが必須となるようにゲームを設定した。さらには、イベントの制

限時間はあるが、どのように得点を重ねていくか、や、休憩の取り方は家族の作戦次

第である。そのため、まずは、家族の中で話し合いが生まれ、道すがら出会った人と、

課題を出し合い、そのやり取りでさらにコミュニケーションが発生するのである。こ

れらは、前述したように、障害者のコミュニケーションの相手は限定的であると同時

に、その家族や、きょうだい児も限定的になったり、 孤立感を感じたりすることが少

なくない現状（中川ら、 2009、柳津、 2007ほか）を突破する目的もあった。

実際に観察された場面では、遠目に出逢った他の参加者に少々戸惑いながらも近づ

き、「こんにちは。ポイントを交換しましょう 」といった挨拶から会話が生まれ、子ど

もの年齢が近いことや、住んでいるエリアが同じであることなど、様々な話で盛り上

がっている様子が見られた。また、「普段はなかなか知らない人と話をする機会はない

が、自然の中で共通のことをしながら、コミュニケーションをとることができるのは

新鮮だ。このよ うな機会がもっとあったらいいと思う。」 とい うコメン トからも、 家族

同士、参加者同士のコミュニケーションが、参加者の行動を積極的にさせる要素とし

て重要な意義をもっていたと推察される。

( 3）自然の中での活動効果について

学生は参加家族の姿から、『自然の中に出かける』 ことで、まず、「車椅子とじゃな

くても、やっぱこういうところ、場所って、日常と全然違う っていうのがあると思う
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ので、車椅子の人たちにとっては、よ り一層非日常っていうのが楽しめるんじゃない

かなってのがありますの」というように非日常を味わうことができ、 「その介助する人

がし、れば、普通の私たちと同じような楽しみ方をできるし、なんか、同じように笑顔

になれる。」ことができると気づき、コメントを述べた。

そしてこのように白然の中に出かける行為そのものが、「白分でそこ（自然の中）に行

ったってことがまた嬉しかったり。ずっ と行きたいなって思っていても行けなかった

時もあると思うんですけど、それでもなんか山の中に自分でも楽しんで行けたって。

それでまた違うイベントとか、このイベントが次の時に、じゃまた行こうかなってな

るんだと思います。」というような、家族全員の自信や、次への行動意欲を引き出す効

果もあるのではないかと考えられた。

さらには、学生自身が感じる自然の中での活動効果から、「自然の中だと、もうもう

なんかすごい、 すごい楽しい。好きだからだと思います。どんどんと、こんな遊びを

しようみたいな感じでやっちゃうのかなって思います。」というように『心身の解放』

が得られるこ とが考えられ、参加者家族においても、自由で積極的な行動に移すこと

が可能になったと考えられた。

(4）学生自身の効果について

学生は、本イベント運営の補助及び、イベントの課題提示者、一参加者として、会

場を回りながら、障害者とその家族と関わった。その中で、「なんか（イベントで提示

する）ゲームとかも自分で考えたり。なんか、その自分で考えて行動するっていうのが

そういう場面が結構多くて、」と『自分で考える』ことや、障害のある参加者への関わ

り方に対して、「普通に、挨拶からなんかなんていうんですか、どこまで集まった？み

たいな話とか、そ ういうの（先輩や友だちの関わり方）をみて、あ、自分もそうい う話

しかけ方でやってみようって。」、『他の参加者から学ぶ」 ことを繰り返しながら、「す

ごい坂道を、・・－ お母さんがもうスイスイと（車椅子を押しながら）行ってどんどんと

行っちゃうのをみて、やっぱ、慣れていると違うんだなって思いました。」というよう

な、『障害者の生活の一部を知る』ことができ、［関わりの中からの学び］のある機会

だったと考えられた。

(5）本イベン卜の社会的意義について

上記の、【関わりの中からの学び】に関連して、安井(1998）は、障害者の余暇活動を

生きる上での権利とした場合、第一に障害があっても様々な余暇活動への参加を保証

することによって、障害者自身の社会的適用を促すこと、第二に障害者は特別な存在

ではなく環境や社会的理解によって健常者と同様に様々な活動に参加し生活を楽しむ

ことができるとし、う社会全体の意識形成を促す意味がある と述べている。

特に後半の内容に関して述べると、まず、本イベントは「アウトドアに車椅子の人

が参加するっていうことも考えたこともなかったので、想像ができなかったんですけ

ど、 ・・・ なんかこの、会場に行った時に、すごいいかついぜー ！かなんか特殊な感じ

の車椅子に乗って、結構、山の中を普通に歩いて行っても、押しても結構きついくら
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いの山の中を車椅子で行ったりして（車椅子の人が参加していた）。」 とい うこ とや、 「車

椅子の子供を持つってのもそう ですけど、その兄弟とかの方たちも結構楽しんでて。」

というように、『多様な人を受け入れる』イベン トであったと考えられる。

そして、 このような雰囲気を見て、学生白身が、Iあんまり、障害をすごい重く、障

害を中心に見るんじゃなく て、普通に同じように、 普通に、人としてただ会話するっ

ていうことなのかなって。あと、やっぱり、自分が一歩ヲ｜し1ちゃったり、自信がなさ

そうにするんじゃなくて、どんどんと楽しい雰囲気に声をかけて行ったりするってい

う感じかなって。」と、適切な関わり方について気づき、障害者に対するイメージの変

化や 『関わり方の変化』 が見られるような 【多様性の受け入れ】 を可能とするイベン

ト、 つまり インクルーシブな要素をもっイベントであったと考えられた。これらの効

果は単に、今回のイベン ト会場に居合わせた参加家族やスタッフのみの効果ではなく 、

共生社会の実現に向けた社会全体にとっての大きな効果を苧んでいると考える。

5. まとめと今後の展望

本研究は、自然の中での活動や、 家族全員が楽しさを共有できる余暇実施に難しさ

がある障害者の余暇活動について、車椅子利用者とその家族両者にとって充実した余

暇実施となることを目指して、家族参加型コミュニケーションスポーツイベントの開

発とその効果検証を行った。

その結果、車椅子利用者とその家族の移動手段を確保した上で、会場を移動するこ

とや、参加者同士のコミュニケーションをとる事を手段的にイベント内に組み込むこ

とで、参加家族の行動が活発になることが明らかとなり 、本研究で立てた仮説の妥当

性をある程度保証するもので、あった。

さらには、本イベントは、インクルーシブな要素を含み、そこに参加した学生スタ

ッフにとっては、『障害者の生活の一部を知る』こ とを含めた他の参加者と関わりなが

ら学ぶ機会であったことが示唆された。

一方で、収集したデータ数やその内容により、

障害当事者とその家族、それぞれがイベントのどのような点に魅力を感じ参加

したのかについて。

イベント参加によって、家族内でどのようなことを語り、 家族にとってどのよ

うな効果があったのか。

については明らかにすることができなかった。

また、今回のイベントは主に車椅子利用者とその家族を自然の中へ誘うコミ ュニケ

ーションスポーツイベントであったが、余暇の観点から捉えると、

イベント参加後の余暇活動実施の継続性や活動内容の新規開拓可否について。

余暇活動未実施者の新規介入や継続のための要素の解明について。

などを取り扱う必要があるだろうと考える。
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今後は、これらの課題を解決すべく調査方法を整理し研究実践を重ねること で、障

害者とその家族両者が共に楽しむ余暇活動の充実に寄与したいと考える。
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