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障がい者スポーツのボランティア参加および活動継続に関する
要因についての検討
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要旨
ボランティア活動におけるスタッフの人材確保は活動の安定的運営上重要な課題である。本研究は，ボランティ
アの発掘及び育成に活かすため参加動機及び活動継続の要因を明らかにすることを目的とした。
2017 年に開催された車いすバスケットボール教室と 2 回のスタッフ研修会にボランティアスタッフとして参加
した計 20 名を対象に，教室開始時と終了時に自記式質問紙調査を行った。
開始時にはボランティア活動を通して自身の成長や知識や技術の向上を図ることへの期待が多く挙げられたが，
終了時の調査からはスタッフ自身の集団への所属感の醸成が活動継続において重要であることが推察された。ま
た，開始時にはアクシデントへの対応やコミュニケ―ションスキルに関する不安を示す者が多かったが，教室で
の経験や研修会への参加を経て低減が見られた。活動を通じた他者との経験の共有がボランティア活動の継続に
重要であることが示唆された．
キーワード：車いすバスケットボール，ボランティア，参加動機，活動継続，所属感

序文

ツ・ボランティア実施率は 7.7％と低値にとどまっ
ている。障がい者スポーツに対しては，そもそも障

個人の自律的な決定と選択に基づく，公益性，非

がい者スポーツの観戦，体験，ボランティア活動

営利性を前提としたスポーツにかかわる社会的活動

への興味や認知度の低さという問題があり 3），障が

およびその行為主体を特にスポーツ・ボランティア

い者スポーツにおけるボランティア参加経験も 6％

1）

という 。2010 年に文部科学省より出されたスポー

と低いことが報告されている 4）。スポーツ・ボラン

ツ立国戦略の中でも，「見るスポーツ」「するスポー

ティア人材の確保は障がい者スポーツのみならずス

ツ」とともに「支えるスポーツ」というスポーツと

ポーツ全般にわたって長く指摘されている課題であ

のかかわり方の多様化が示されたように，スポーツ

る 4-8）。

の普及振興におけるスポーツ・ボランティアの重要

筆者らは 2010 年度から本学の地域貢献活動の一

性は高まっている。しかし，日本におけるスポー

環として，地域在住障害者も利用可能なスポーツプ

ツ・ボランティア実施率を調べた先行研究による

ログラムとして車いすバスケットボール教室（以

と，2014 年の調査

2）

では成人の過去 1 年間のスポー
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方法

のプログラムは車いすバスケットボールをツールと
して，障害がある方も無い方も一緒に定期的に体を
動かすことを楽しむことを目的としている。過去 3

１）研究協力者

年間の参加登録者数は 2015 年が 28 名（のべ参加者

2017 年度の車いすバスケ教室にスタッフとして

393 名）
，2016 年が 39 名（のべ参加者 672 名），2017

参加した 21 名（他大学の学生を含む大学生スタッ

年は 52 名（のべ参加者 648 名）と増加しており，現

フ 8 名，社会人スタッフ 13 名）のうち，年度途中か

在のスタッフの人員で受け入れ可能な人数の上限に

ら参加した学生スタッフ 1 名を除く 20 名を対象とし

近づいている。今後もより多くの方に教室に参加し

た。

ていただけるようにするためには活動回数や種目を
増やしていく必要があり，そのためにはスタッフの
人材確保とともに質的向上が課題となっている。
また，本教室でのボランティア活動内容は，車い

２）方法
（1）車いすバスケ教室におけるボランティア活動内容
車いすバスケ教室は 2017 年 4 月 -12 月の期間に計

す移乗の介助や誘導に加え，技術指導やプレー面で

16 回開催した。参加するスタッフの業務内容は，

のサポートが含まれ，ある程度の専門性が求められ

①練習前の事前ミーティング（前回実施時の振り返

る。ゆえに，本教室では車いすバスケットボールの

りをもとに次回の練習内容の確認と役割分担）へ

競技経験がある学生・社会人を中心にスタッフとし

の参加，②車いすや道具の準備，③利用者の体調

て活動するボランティアを募集している。彼らは日

チェック，④車いすへの移乗介助，⑤練習中の技術

頃から車いすバスケットボールに親しんでいる人材

指導や活動サポート，⑥ゲームコーチングや審判，

ではあるが，車いすバスケ教室において安全に配慮

⑦終了後の体調チェック，⑧道具の後片付け，⑨そ

しながら充実した指導を行っていくためには，リ

の日の反省や振り返り，を 1 回の教室ごと行った。

スク管理やコミュニケーションスキルを学び，指

また，このほかにスタッフ研修を年 2 回実施した。

導経験を多く積むプロセスが重要になる。そこで

1 回目の研修は 2017 年 4 月に一次救命救急対応の講

我々は，2017 年度より教室のスタッフを対象に，

習及び実習，目標設定ワークショップの研修を行っ

より能動的な取り組みを促すための目標設定ワーク

た。2 回目の研修は 2017 年 9 月にコーチングスキル

ショップと，リスク管理やコミュニケーションスキ

研修と 4 月に立てた目標の振り返りと確認のワーク

ル及びコーチングスキル向上のための研修会を行う

ショップを行った。2017 年度に初めて実施した一

こととした。こうした取り組みを踏まえてボラン

次救命救急対応研修では，本学のシミュレーション

ティア活動の継続につながる要因を検討していくこ

実習室（通称あいらぼ）を利用し，教員の指導の元，

とはボランティアスタッフの増加に寄与し得ると考

マネキンと AED を使用した実習やロールプレイン

えられる。

グを用いたグループワークを実施した。コーチング
スキル研修では，コーチングとティーチングの違い
や，利用者のスキルの上達度に応じて指導方法を変
目

的

えること，ポジティブフィードバックの重要性，な
どについて解説した。

2017 年度の活動の開始前と終了時に行ったアン

（2）質問紙調査

ケート調査から車いすバスケ教室のボランティアス

一連の車いすバスケ教室の活動に参加したスタッ

タッフの参加動機，参加継続を促進する因子および

フを対象に自記式質問紙調査を実施した。基本情報

参加に関する不安要因を検討し，今後のスポーツ・

として年齢，性別，職業等の個人的属性に関する質

ボランティアの人材発掘および育成活動に役立てる

問項目及び，車いすバスケットボール競技経験年

ことである。

数，教室のボランティア経験の有無および活動期
間，その他のボランティア経験の有無，について回
答を得た。
参加動機に関する質問項目は田引の研究 9，10） を

障がい者スポーツボランティアの参加及び活動継続要因

参考に作成した。田引 9）のスペシャルオリンピック

表1
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回答者の属性

スの大会ボランティアを対象とした参加動機に関す
る調査では，因子分析によって参加動機に関わる要
因を検討している。本研究ではこれらの参加動機に
関する設問から因子負荷量が高かった項目を元に
18 項目の質問を設定した。また，ボランティアコー
チの活動に伴う恩恵・促進要因，及び負担・阻害要
因について調査した志賀ら 5）の研究を元に，教室開
始前の 4 月の調査では「スタッフとして参加するう
えで成果として期待すること（12 項目）」「スタッ
フとして参加するうえで不安と感じること（12 項
目）」についての質問項目を設定した。また，教室
終了時の 12 月には同じ項目内容を用いて，「スタッ

待すること」と終了時の「スタッフとして参加して

フとして参加して成果があったと感じていること

成果があったと感じていること」の比較である。教

（12 項目）」「スタッフとしての活動を終えた現在で

室開始前の期待に対して終了時の成果として有意に

も不安と感じること（12 項目）」についての調査を

高い結果を示した項目は「所属感を感じること」で

実施した。項目ごとに「非常にあてはまる」を 5，

あった。この「所属感を感じること」に対する期待

「全くあてはまらない」を 1 とした 5 段階リッカート
尺度で測定し数量化した。

については，2017 年度に初めてスタッフとして参
加した者は当初の期待としては値が低かったが，終

また，開始前の「成果として期待すること」と終

了時の成果が優位に高くなっていた。2 年目以降の

了時「成果があったと感じていること」，および開

経験者は，当初から自らが活動に参加することに

始前の「不安と感じること」と「活動後も不安と感

よって感じる所属感に対して期待値が高く，終了時

じること」の差の検討のために，ウィルコクソン符

の成果としても高い結果を示した（表 3）。一方，
「自

号付順位検定を行った。解析には統計ソフト SPSS

分自身の成長」，「コミュニケーション能力の向上」，

Statistics 24（IBM）を用い，有意水準は 5％とした。

「障がい者スポーツの知識や技術の向上」，「指導技

研究協力者には研究の主旨と内容，記録の取り扱

術の向上」については，教室開始前の期待に対して

い方法について説明し，書面による同意を得た上で
十分な配慮を持って調査を行った。本研究は茨城

終了時の成果として有意に低い結果を示した。
表 4 は，2017 年度に参加したスタッフの教室開始

県立医療大学倫理委員会の承認（迅速審査第 41 号）

前の「スタッフとして参加するうえで不安と感じる

を得た。

こと」と終了時の「スタッフとしての活動を終えた
現在でも不安と感じること」の比較を示したもので
ある。開始前と比較して終了時の調査で有意に低い
結果

結果を示したのは「参加者とのコミュニケーショ
ン」，「スタッフとのコミュニケーション」，「クラス

研究協力者の属性を表 1 に示す。20 名のうち在学
生は 8 名，社会人スタッフは 12 名であった。
図 1 は教室開始前の参加動機について問うた結果
である。参加動機の上位 3 位は「スポーツへの関心
がある」
（平均値 4.8），
「自分自身が成長したい」
（平
均値 4.7），「社会的な視野を広げたい」（平均値 4.6）
であった。
表 2 は，2017 年度に参加したスタッフの教室開始
前の「スタッフとして参加するうえで成果として期

のプログラム内容の理解」，「周囲からの期待に応え
ること」といった項目であった。一方，開始前に比
べて終了時に不安が有意に高くなった項目は無かっ
た。
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車いすバスケットボール教室ボランティアへの参加動機

 室開始前の「スタッフとして参加するうえで成果として期待すること」と終了時の「スタッフとして参加して
教
成果があったと感じていること」の比較
開始時

終了時

Z値

中央値

四分位範囲

中央値

四分位範囲

自分自身が成長できること

5

1

4

0.75

-2.887

参加者の成長をみることができること

5

1

5

0.75

1.890

4.5

1

5

1

0.378

スタッフ同士でコミュニケーションをとること

4

1

4

1

-0.378

自分のコミュニケーション能力向上につながること

5

1

4

2

-3.066

自分の障がい者スポーツの知識や技術が向上すること

5

1

4

0

-2.476

自分の指導技術が向上すること

5

1

4

1

-2.230

参加者と喜びを共有できること

4.5

1

5

1

0.832

4

1

4

1.75

-1.000

3.5

1

4

0

1.990

新しい出会いの機会になること

4

1.75

4

1

0.775

自分自身が楽しいと感じること

5

1

5

1

0.816

参加者とコミュニケーションをとること

障害を理解することができること
所属感を感じることができる

ｐ値

0.004*
0.059
0.705
0.705
0.002*
0.013*
0.026*
0.405*
0.317
0.047
0.439
0.414
* p < 0.05
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2 017 年度に初めて参加したスタッフと 2 年目以降の経験者での「所属感」に対する開始前の期待および終了時の
成果の比較
開始時

所属感を感じることができる

終了時

Z値

ｐ値

1

2.041

0.041*

1

0.632

0.527

中央値

四分位範囲

中央値

四分位範囲

初参加者（n=5）

3

1.5

4

経験者（n=15）

3

0.5

4

* p < 0.05

表4

 室開始前の「スタッフとして参加するうえで不安と感じること」と終了時の「活動を終えた現在でも不安と感
教
じること」の比較
開始時

終了時

Z値

中央値

四分位範囲

中央値

四分位範囲

4

2

2

1.75

-3.337

2.5

2

2

1.75

-2.122

きちんと教えることができるか

4

0.75

4

1

-0.250

仕事や勉強と両立できるか

4

3

3

2

-0.426

コーチの仕事に対する責任が大きい

3

1

4

1.75

0.000

コーチの仕事に対する負担が大きい

3

1

3

1

-0.659

3.5

1

3

1

-0.749

クラスのプログラム内容を理解できるか

3

2

2

1

-2.147

スタッフの人数が不十分ではないか

3

2.75

2

2

-0.643

経済的な負担が大きくなるのではないか

1

1.75

2

1

0.280

周囲（他スタッフ・参加者）からの期待にこたえられるか

3

1.75

2

1.75

-2.588

問題が起こった時に対処できるか

4

1

4

0.75

-1.539

参加者とコミュニケーションがとれるか
スタッフとコミュニケーションがとれるか

家族への対応が適切にとれるか

ｐ値

0.001*
0.034*
0.803
0.670
1.000
0.510
0.454
0.032*
0.520
0.780
0.010*
0.124
* p < 0.05

考察

る。また，スペシャルオリンピックスのコーチボラ
ンティアの参加動機を調査した田引の報告 10）では，

１）参加動機について

スポーツについての自分の知識や経験を活かすこと

今回の調査で，参加動機の最上位に来た項目は
「スポーツへの関心がある」であった。松岡ら

11）

やそのスポーツに関する技術や技能を身につけると

は

いった「スポーツ」そのものに関する内容が参加動

スポーツ・ボランティアの参加動機を構成する要素

機として上位に挙げられている。本研究において

として社交，学習・経験，個人的興味，キャリア，

も，スポーツへの関心が参加動機として最も多く挙

自己陶冶（人間としての成長を求めること），組織

げられ，これは対象者が自分自身も車いすバスケッ

的義務，社会的義務（他人や社会への義務），スポー

トボール競技の経験があることが影響していると推

ツへの関心，の 8 要素を挙げ，スポーツへの関心は

察される。また，車いすバスケットボールという競

他の要素と異なり，スポーツ組織におけるボラン

技への関心のみならず，元々スポーツそのものへの

ティアに特有の動機の構成要素であると述べてい

関心も高かったのかもしれない。自身にとってス
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ポーツは「する」という位置づけがまずあり，そこ

の実感が得られないことが即ボランティア活動の継

からスポーツ「支える」ことへの関心が広がってい

続を妨げるわけではないことを示している。

くのだとすれば，体験会や講習会の開催は，まずは

重要なことは，うまくいかない場面に出会った時

そのスポーツを「する」楽しさを知ってもらい，そ

に一人で悩みを抱えさせてしまうのではなく，仲間

こからボランティア募集につなげていくことに役立

や先輩と経験を共有できる関係性をまずは構築して

つであろう。健常者を含め対象を広げて障がい者ス

いくことではないだろうか。ともに改善策を考え実

ポーツの体験機会を増やすことはボランティア人材

践する取り組みが，集団への所属感をより強めボラ

の確保につながりやすいと考えられる。

ンティア活動の継続につながっていくのではないか

２）期待と成果

と考えられる。知識や技術の習得や向上にはある程

教室開始前の期待に比して終了時の成果が高い値

度の時間と経験を必要とすることを理解し，成果を

を示したのは「所属感を感じること」であった。所

急ぐことなく人材育成に時間をかけることの重要性

属感とはアドラー心理学でいうところの「共同体感

を理解することもボランティア組織運営には必要で

12）

覚」へつながる重要な概念であり ，自分にとって

あろう。

居場所があるという集団への帰属意識である。ま

３）ボランティア活動にあたっての不安とその変化

13）

は組織に対する内的な献身や同一性を

教室開始前に参加にあたって不安に感じているこ

組織的コミットメントと呼び，活動への参加動機に

ととして上位に挙げられた項目のうち，「参加者と

応じて適切な教育プログラムや活動プログラムを計

のコミュニケーション」，「スタッフ間のコミュニ

画することで，組織コミットメントを強化すること

ケーション」，
「プログラム内容の理解」，そして「周

が可能であると述べている。定期的な教室の活動と

囲からの期待に応えられるか」については終了時の

ともに，年 2 回のスタッフ研修，特に目標設定のグ

調査ではスコアが有意に低下していた。コミュニ

ループワークを通してスタッフ間の関係構築やコ

ケーションに関することやプログラム内容の理解に

ミュニケーションの深化を諮り，共通の目標のもと

対する不安が教室終了時に低下した点については，

にそれぞれが役割を持った取り組みを進めたことが

コミュニケーションを中心としたコーチングスキル

影響している可能性が考えられる。

研修を設けたこと，また毎回の教室においてスタッ

た，松本

一方，「自身の成長」
，「コミュニケーション能力

フ間で事前の打ち合わせおよび事後の振り返りを丁

の向上」，「障がい者スポーツの知識や技術の向上」，

寧に行ったこと，などの効果ではないかと推察され

「指導技術の向上」といった項目では，開始当初の
期待に対して終了時の成果としての評価が低くなっ
5）

る。
また，統計的に有意とは言えないまでも，「問題

た。志賀ら は，スペシャルオリンピックスのボラ

が発生した時の対応」に関する不安が低減する傾向

ンティアコーチの活動に伴う負担・阻害要因とし

を示したことについては，4 月に実施した一次救命

て，「教え方が難しい」「上手な手本を見せることが

救急研修が有用であったと思われる。参加者の中に

必要だ」など知識や経験の不足に関する要因を指摘

はてんかんの発作があるものも少なくなく，また，

し，指導者はいくら知識や経験を積んだとしても

急性のケガなどが生じるスポーツ固有のリスクもあ

個々に合わせた指導場面において悩むことは少なく

る。突発的なアクシデントに対応できるようにする

14）

は，楽しい経

ためにも，事前にこうしたリスクマネジメントに関

験だけでなくネガティブな経験を受容することは指

する研修を受けておくことは，スタッフの不安の軽

導者としての使命感を形成させ，それが継続意欲を

減にもつながることが期待される。今後はより回数

より強化しうると述べている。すなわち，指導的立

を増やし，体育館などの実際の活動の場において実

場の者にとって指導上の悩みや困難に出会うことは

習を行っていくことが必要であろう。

自身の向上心の惹起につながると考えれば，それは

４）本研究の限界

ないと述べている。また，大山ら

けして否定的にとらえるものではないともいえる。

本研究の限界として，今回の研究協力者は，元々

実際，本研究の対象者は全員が次年度もボランティ

障がい者スポーツそのものに興味・関心を持ってボ

アスタッフを継続しており，この事実は成果として

ランティア活動に入ってくるため，これまで論じて
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きた参加動機や継続要因についても，元々の興味関

4） 塩田琴美，徳井亜加根．障がい者スポーツにお

心の対象や動機づけの高さが影響している可能性が

けるボランティア参加に影響を与える要因の検

考えられる。
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Abstract
Purpose: This study investigated factors related to the motivation to volunteer to participate in sports programs for individuals with disabilities.
Methods: A questionnaire survey was completed by 20 university students and graduates who volunteered to serve as
staff members in a wheelchair basketball class for beginners from April 2017 to December 2017. The questionnaire examined motivation for participation, the benefits from practice, and areas of discomfort of volunteers. The staffs were
also required to participate in training sessions on cardiopulmonary resuscitation, coaching and communication skills,
and goal setting.
Results: When the class started, many volunteers expected to experience personal growth, learn about disabilities,
and improve their coaching skills. At the end of the class, the volunteers noted their contribution to the growth of the
players of the class, their joy in engaging in sporting activities, and their sense of belonging. In terms of discomfort,
although they had worried about whether they could respond to an accident or emergency at the beginning of the class,
they seemed more confident after the training sessions and volunteer activities.
Conclusions: The present results suggest that it is important that volunteer staff members have opportunities to share
their experiences and impressions and enhance their interpersonal skills.
Keywords: Wheelchair basketball, Volunteer, Motivation for participation, Continuation, Sense of belonging

